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3次元海洋波モデルを用いたレ-ダ高度計受信パルス列

生成シミュレーション

A Computer simulation of satellite altimeter return pulses

from three-dimensional ocean waves

立居場光生　　　　　　藤崎清孝

Mitsuo Tateiba Kiyotaka Fujisaki

九州大学大学院システム情報科学研究院

Faculty of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University

要旨　リモートセンサの1つであるレ-ダ高度計によって受信される海面反射パルス列の計算機シ

ミュレーションを示す.このシミュレーションにより得られるパルス列の一次統計量及び二次統計量

が実際のレ-ダ高度計で受信されるものと同じ性質を持つことを示すとともに,海洋波長観測の方法

について述べる.

Abstract Using an ocean wave model based on the Pierson-Moskowits spectrum, we have simu-

lated altimeter pulse responses. This paper discusses methods for estimating the ocean waveheight

in satellite altimetry to an arbitrary ocean wave model. Numerical analyses show that the pulse

train has the same statistical property as the real one. We have therefore showed the availability

of our computer simulation for the pulse train.

1　はじめに

海洋は,熱や二酸化炭素の循環など,地球にとって

非常に重要な役割を持っておいる.地球全体の環境の

変化や気候変動等を解明するには,地球表面の約70%

を占める,この海洋全体を対象とした調査研究が必要

とされている川.リモートセンシング技術は,この
広大な海洋を調査する手段として極めて有効であり,

リモートセンサにより取得されている観測データは海

洋研究に大きく貢献している[2]-

リモートセンサの1つであるレ-ダ高度計は,鉛直

其下方向に発射したパルスの往復伝搬時間及び反射強

度から地表面の高度や海洋波の有義波高を測定するこ

とを目的とする[2日4ト我々の研究室では,このレ-
ダ高度計受信パルス列から高精度の海洋波情報を得る

ための新しい統計処理法の開発を目指している.しか

しながら,実際に海洋波を観測しつつ,受信パルス列

を取得することは極めて難しい.そこで,海洋波のス

ペクトルの1つであるPierson-Moskowizスペクトル

同を用いて,海洋波モデルを設定し,計算機解析によ

り受信パルス列を求め,これを生データとして扱い,

新しい統計処理法を開発していく立場で研究を進めて

いる.

本解析で扱う海域の広さは1パルスあたり数km x

数kmと広大であり,波長数cmの電磁波に対して,

例え物理光学近似を用いても,海洋表面において面積

分をまともに実行することは現時点では不可能に近い.

しかも,パルス繰り返し周波数に応じて約100個のパ

ルスに対する解析を各海洋波(統計的性質は同一であ

るが,波形は異なる)で行い, 1つの海洋波モデルに

対する1つの受信パルス列を得る.本研究の目的を達

成するには,数多くの海洋波モデルに対してそれぞれ

受信パルス列を求める必要がある.このため,この解

析に高周波近似の1つである停留位相法を適用する.

しかしながら,この近似を適用しても,この評価の対

象となる停留点は極めて多数存在し,全ての停留点を

抽出することは,困難である.そこで,探索額域を幾

つかの小正方領域に分割し,各小正方領域より1つだ

け停留点を抽出するランダムサンプリングの手法を適

用することで計算時間の大幅な軽減を図る.
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図1:海洋測定のイメージ

これまでの研究により,本シミュレーションによる

一次統計量及び二次統計量ともに実際の観測生データ

と同じ性質を持つパルス列を生成できることを示して

きた[6]-[ll].また,これらの統計量を利用することで

新たな海洋波諸量の観測の可能性も示している.本報

告では,この計算機シミュレーションの手法について

紹介する.

2　レ-ダ高度計の高度測定原理

図1は,海洋測定のイメージを示したものである.

レ-ダ高度計は航空機や人工衛星に搭載され,鉛直其

下方向にパルスを放射し,地球表面で反射してくるパ

ルスを受信する.この放射パルスと受信パルスのずれ

を測定することによって地球表面からの高度を測定す

る.更に,海洋表面上では,反射パルスの形状を解析

することによって,ジオイドや海面トポグラフィ,或

いは海洋波高をも測定することができる.ジオイドと

は地球重力場の等ポテンシャル面であり,かつ平均海

面でもある.海面下ポグラフイとは,潮汐や海流など

によって生じる海面勾配による,ジオイドに相対的な

約土1 m程度の振幅を持った海面の変位である.

レ-ダ高度計から放射されたパルスが,海洋表面で

反射され,再び高度計で受信される電力波形の変化に

ついて考える.海洋波の波高が十分小さい穏やかな海

面にパルス幅丁のパルスが入射すると,図2に示すよ

うにパルスの先端が海洋表面に到達した時刻(舌- 0)

からパルスの後端が海洋表面に到達する時刻(ま- T)
まで照射傍域は直線状に増加する.照射額域は受信電

力に直接寄与するので,受信電力も直線状に増加する.

i -Tにおける照射額城の半径は約個となる.
ここでRoは衛星高度, Cは光速である.その後,照

匿園1ての照射領域

園2Tの照射領域

圏謬3Tの照射領域

露頭4ての照射領域

蛮レ+
図2:照射領域と受信電力の時間変化

遅延時間

図3:波高の違いによる受信波形の変化

射領域は円環状になり,ほぼ一定の照射面積打(ctRq)
を保って広がっていくので,受信電力も一定となる.

しかし実際の海洋表面は不規則な粗面なので,パルス

の先端が海洋波の峰に到達してからパルスの後端が海

洋波の谷を通過するまで牌射面積が広がる.つまり,

受信電力が増加するパルスの立ち上がり幅は海洋波の

波高によって決まり,波高が高くなるほど受信パルス

の立ち上がり方が緩やかになる.図3に示すように受

信パルスの立ち上がり特性を用いることによって海洋

波の有義波高を推定することができる.

3　散乱問題の定式化

図4は,レ-ダ高度計による海洋波測定のイメージ

を示している.通常,海洋波表面は時間と共に不規則

に変化しているが,レ-ダ高度計のパルス幅が非常に

短いことを考慮すると,パルス入射の間,海面は静止

していると見なす.更に,この間題の評価は相対的な

電力の比較となるため,海洋表面を完全導体と仮定し,
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図4:レ-ダ高度計による海洋測定

後方散乱界の定式化を行う.

図5さも本間題の座標系を表している.最初に,衛

星から舞射された電磁波が海面に入射する際の電磁界

について考える.レ-ダ高度計に搭載された電流源を

次式に示すようなE軸方向の索電流源と仮定し,こ

れから電磁波が放射されるとする.

Jo(r) - ix16(r - ro)　　　　　　　　(1)

但し. *(・)はDiracのデルタ関数, roは電流源の位

置ベクトル, ∫は電流の大きさを表す.この索電流源

Jo(r)による入射電磁界I?(ォ,r).座(",*)札次式
となる.

ew) - jlexp(-jkr)
Airueo r5

M(fcV -Z)x2 +r2(l - JfeV) +ifcr(r2 - 3x2)}

+iy{xy(fcV - 3 -jSkr)}

+iz{x(z-ro)(k2r2-3-J3kr)}】 (2)

HVr)--I exp(-jkr)

47T7- 2
(l +jkr)

h(z-ro)-izv] (3)

レ-ダ高度計で使われるマイクロ波の波長は約2 cm

であり,衛星高度(SKYLABが435 km, SEASATが

800 km)からみて海洋表面は遠方であるとみなすこと
ができる.従って,海洋表面上ではr11に比例する項

図5:座標系の設定

だけが主に観測され　Eサ(u/,r), BP(w,p)は,次式の
ように近似される.

El(u;,r) -
jA exp(-jkr)

47T7* 3

[ix{(k2 -r2) +iyxy+iz訂(z-ro)} (4)

U¥u,v) - -
jA expトjkr)

4汀Zor2
iy(z-rQ) -izy] (5)

ここで, A-uj/Mil, Zq- 、局石である.
次に,海面によって反射される電碇界について考え

る.索電流源によって放射された電磁界により,散乱

体(海洋波表面)には表面電流K(ォ,r)が流れ,今度

はこのK(w,r)が波源となって電磁界を生じさせ,敬
乱界としてレ-ダ高度計で受信される.つまり,散乱

界は前節の放射界における電流源Jo(r)をK(ui,r)に
置き換えて同様の計算をすることにより求められる.

この結果,海洋表面で散乱されたパルス波のレ-ダ高

度計近傍での散乱電磁界は次式となる.

Eb(W,r) -讐竿(ir x F) X ir

・or義＼ (6)

H>,r)-去(irxEs(w>r))+O(討(7)
F--j砦K(w,r′)exp^'feir・r')dS′ (8)

厳密には,この式を評価することでレ-ダ高度計の

受信電力が得られることになるが,レ-ダ高度計で使
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レーダ高度計

蝣Mr ^^fi

図6:海洋波上の鏡点からの寄与

海面

用される電磁波の波長に対して,受信電力を評価する

ために必要な積分額域は数km x数kmと広大であ

り,この式を厳密に評価することは,現在の計算機の

能力では非常に困難である.本シミュレーションで札

海洋波浪の統計的性質を観測することを目的としてい

る.そのため,海洋表面上の散乱において,物理光学

近似を通用し,更に,この海面波表面上での散乱にお

いて,レ-ダ高度計で受信される散乱電界は,図6に

示すように,主として海洋波上の鏡点からの寄与であ

ると見なし,停留位相法を適用する.

図7に示すように停留点から反射される電界の3;成

分のみが後方散乱パルスとしてレ-ダ高度計に受信さ

れると仮定すると,レ-ダ高度計に受信される電界成

分は次式となる.

ro :衛星高度

6sn :停留点方向の角度

rsn :停留点方向のベクトル

I :電流

- :停常貞

図7:停留点と観鮒点の関係

耳'(",ro) -票nfl蒜Do2

exp 「葦(oan - O)
ia:{h(zsn, vsn) - vq - ysn完)

1

有exp¥jk{h(xan,ysnト7*0 - rsn}】 (9)

サsn-ヽ zfn+van+ih(xsn,vsn)-Ro}2　(10)

ここでDoはアンテナ指向性に関する定数> v."^sn>vsn)

は停留点, Ⅳは探査飯域内の停留点の数, βhはビー

ム幅, Oはオフナディア角> #snは衛星から見た停留点

の方向とオフナディア角との間の角. h(x,y)は海面
を表す関数,そしてdnとgnはそれぞれ次式で与え

られる.

dn-ふf-f2JyyJxy

.i霊o。,U。,o

L-j;d>0,ふく0

ここで,

(ll)

(12)

Jxx一霊'fyy一宗Jxy一品(13)

/-/(zsn,vm)-Hxsn,vsn)-r(14)

である.この停留点(㌶in)ysn)は,次の連立方程式を

解くことで得ることができる.

(QL
x+-{h(x,y)-ro-r}-O

dhr,,,t-
Iy+-rr{h(x,y)-rQ-r}-0(15)

ここまでは,各周波数Wの入射界に対する後方散乱

界の定式化を行ってきたが,実際のレ-ダ高度計では

パルスを放射して観潮を行う.この入射波をパルス波

としたときの散乱界,即ち中心角周波数がuoのCW

入射パルスに対する受信アンテナ上の後方散乱パルス

Ps(ro,ま)は次式となる.ただし,パルスの計算を行う

際,衛星の動きを考慮せず,ドプラーシフトの影響は

主要でないとして無視した[12].
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図8:衛星の移動の様子

ps(ro,ま) -票差苗Do2

exp一等Q--ef

ix < h(∬->3/sn) - Tq - ysn霊〉
1

有exp[jk{h(∬的　-tq-rsn}+juot]

Ⅳ
r約4- ro - h{xsn, ysn)

(16)

W(t) - H{t) -H(t -T)　　　　　　(17)

ここで, H(毛)は-ビサイド関数, Tはパルス持続時
間である.

この後方散乱パルスを衛星上で自乗検波すると1つ

の放射パルスに対する応乳即ち,次式の単一パルス

応答Pspr(*)が得られる.

PsPR(t) -
tRe貯80(ro, t)]}2 + {Im貯め(ro, *)]}2

~　　~~~~　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　_

2Zn

(18)

ただし. Pso(ro,t)札Pi(ro,*)の複素包絡である.
海洋波浪の統計的性質を求めるた桝こは,図8に示

すように衛星を移動させながら次々と海面に対する単

一パルス応答を取得し,これを平均することにより評

価する.具体的には,次式の様にⅣ個の単一パルス

応答を平均することで平均パルス応答を求めることに

5H3

pttpR,(t) -蒜蓋-psprI*+(--1)△t] (19)

図9:パルス間相関解析のためのパルスペア

ここで△tは,パルス繰り返し時間間隔である.

このパルス繰り返し間隔をできるだけ短くできれば,

限定された海域の海洋波情報を得ることが可能となる.

しかし,パルス繰り返し間隔を短くしていくとパルス

間に相関を持ち始めるため,インコヒ-レント散乱の

原理に基づいて精度の高い測定を行うことが難しくな

る.計算機シミュレーションにおいてさま,このパルス

間相関特性も実際のパルス列と同等の性質を持つこと

が必要となる.ここでは,図9に示す様なパルスペア

を考え,このパルスペア間の相関特性を評価する.具

体的には,このパルス間相関係数は次式で与えられる.

n

∑(xi - x)(xi+st一冨6t)
i=l

(をx」--3/1差*t-¥2
(xi+st-xst)

ここで, Giはパルスペアiの1発目の単一パルス応

答の遅延時間tでの瞬時電力.冨はJiの平均電九

xi+stはパルスペアiの2発目の単一パルス応答の遅

延時間tでの瞬時電九軸はxi+5tの平均電九6舌
はパルスペアの1発日と2発目のパルスの間の放射時

間間隔(- 1 -820fj,s),この場合の△舌はパルスペア

間の放射時間間隔であり,ここでは, △t=5n旭を仮
定した.

4　海洋波モデル

本稿で扱う海洋波モデルは,波長に比べて水裸が十

分に深い深海波とし,また,互いに波高,周波数及び

伝搬方向の異なる独立な正弦波の和で構成されると仮

定すると,海洋波は次式のように表される.
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図10: P-Mスペクトルの無次元表示

Ny.

h(x,y) =Vaisin空訂c。s9i+空ysin9i+ei＼
Li

i=l

(21)

ここで, Nwは成分波の個数, a,i, L{, 9{,」{は,それぞ
れ各成分波の振幅,波長,進行方向,初期位相である.

風波の周波数スペクトルであるP-Mスペクトル

¢(I)を図10に示す.このP-Mスペクトルを線スペ
クトルに近似することで,海洋波の各パラメータを決

定する・本シミュレーションでは　f/fm-0.9,1.0,
1.3, 1.5, 1.7, 2.0, 3.0の7個あるいは　5.0, 7.0, 8.0,

10.0を加えた11個の線スペクトルを用いて近似して

いる.各成分波の波長Liと周波数fiの聞及び有義

波長Ll/3とピーク周波数のfmの間には次式の関係

がある囲・

9

Li=珂
9

蝣^1/3 =京 (1-05/m)5

(22)

(23)

ここで, 9は海洋表面における重力定数である.また,

本稿においては　fm-Hである.最大エネルギーを

持つ成分波の周波数で規格化された値ci - fi/fnを

用いると,海洋波h(x,y)の各成分波の振幅aiは次式

で与えられる[5].

ai-晶　-cr5exp'寺-4+呈＼ (24)

#1/3 - a…1

7

8V/H
i=l

(25)

(a)有義波高5m,有義波長67m

x[m]

(b)有義波高2m,有義波長40m

図11:海洋波モデルの概形の例

但し　#1/3は有義波商である・
以上より,海洋波の有義波高と有義波長の値を与え

ると,式(21)に含まれる各成分波の波高と波長を決
定することができる.また,各成分波の進行方向Oi

は,各成分波が高調波にならないように選択する.

図11は,各成分波の重ね合わせの方向および初期

位相は同じで,有義波高および有義波長が異なる海洋

波モデルの概形を示している.一方,図12は,有義

波高と有義波長は同じであるが,各成分波の重ね合わ

せの方向および初期位相が表1のように異なっている

場合の海洋波モデルの概形を示している.この図より

同じ有義波長および有義波高を持つ場合でも,海洋波

の波形に違いが見られることが分かる.本解析では,

この海洋波モデルを用いて,平均パルス応答およびパ

ルス間相関特性を評価していく.

5　計算機シミュレーション

単一パルス応答を計算するためには,式(15)の連

立方程式を解いてすべての停留点を求める必要がある

が,この探査額域は数km x数kmと広大な額域であ

り,この額域から得られる停留点の数は大量であるた

め,詳細な解析は不可能である.そこで我々は計算時
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表1:海洋波モデルのパラメーター有義波高2m,有義波長40m

t∴

(4 km X 4 km: SEASAT,

6 km X 6 km: SKYLAB)

(a)表l-(a)のパラメータの場合

(b)表l-(b)のパラメータの場合

図12:海洋波モデルの概形の例一有義波高2m,育

義波長40 m-

間の軽減を図るた糾こ,次のようなランダムサンプリ

ングの手法を導入し,シミュレーションを行っている.

●停留点を探索する領域を図13に示す様な正方領

域に近似し,その正方額域を更に一辺がエネル

ギー最大の成分波の1/8波長の大きさの小正方領

域に分割する.

●この小正方領域の中心近傍で停留点を探査し,停

留点が見つからなければ,この額域には停留点は

r　　　　　　　　　　　　=　　-r

叫　　　　　　L*/&

Lm :エネルギー最大の成分波の波JL

図13:フットプリントと停留点探査領域

存在しないとする.もし停留点が1つ見つかれば,

この小正方領域での探査を終了する.

●この作業を全ての小正方領域に対して行う.

このようにして抽出された停留点は,全探査領域中の

全ての停留点の中からランダムに抽出されたものであ

り,これらの停留点の集合は,母集団となる全探査領

域の全ての停留点と同じ統計的性質を持つことになる.

我々は,この性質を利用して,小正方領域の中心付近

に存在する1個の停留点を抽出していくランダムサン

プリングの手法を用いることで,計算時間の軽減を図

り,この手続きに従って抽出された停留点を利用して,

単一パルス応答を計算する.

6　シミュレーション結果

シミュレーションでは,表2に示す衛星SEASAT

およびSKYLABのパラメータを用いる.

図14および15は,成分波の数が11個の場合と7個

-7-



表2:レ-ダ高度計パラメータ

;/サ・'V　頭車≒
'vF天地　　　　　3.125 ns |　　100 ns

・;I j^ v ft主　　　事I=〇　　　一・
探蚕頃　　　　　4km x4km　6km x6kn1

の場合の平均パルス応答とパルス間相関係数をそれぞ

れ表している.これらの結果より,平均パルス応答は

どちらも同槌の結果を得ているが,パルス間相関特性

には大きな違いがあることが分かる・文献[12】の実験
値との比較により, 7個の成分波を用いたシミュレー

ションは,平均パルス応答,パルス間相関特性共に実

験値と類似した特性を示していることが分かっている

8. -九　成分波が11個の場合には,パルス間相関

特性が実験値とは大きく異なっており,実際と類似し

た特性を持っていない.表3は,停留点探査額域内の

全停留点に対して,本手法によって抽出される停留点

の割合を示したものである.この結果より,成分波が

11個の場合には,額域内に存在する全停留点に対し

て,停留点の抽出率がわずか1%と7個の成分波の場

合に比較してとても低いために,本シミュレーション

によって得られた結果が実験値と同じ特性を持ってい

ないものと考えられる.

図16および17は,表1のパラメータを用いて表

現した海洋波モデルを用いて平均パルス応答およびパ

ルス間相関係数をシミュレーションした結果である.

これらの海洋波モデルは,成分波の重ね合わせの方向

が異なるた糾こ視覚的には海洋波の波形に違いがある

が,同じ有義波高および有義波長をもつため,ほぼ同

じ立ち上がり特性およびパルス間相関特性を持ってい

ることが分かる.これらの結果より,本シミュレーショ

ンおよび海洋波モデルによって実際の実験結果と同様

な特性が得られることが示されており,本シミュレー

ションが有効な手法であることが分かる.

表3:停留点の抽出率の比較

C
O
　
　
　
　
<
O
 
T
t
 
M

o

o

o

o

q
:
伊
嘩
蹴
曽
蟹
ぜ

0

8

　

　

　

　

ハ

0

　

　

　

　

4

　

　

　

　

2

o

o

o

o

q
:
伊
準
酬
q
l
せ
弱

50　100　150　200　250　300　350　400

遅延時間【ns】

(a)成分波の数: 11個

50　100　150　200　250　300　350　400

遅延時間【ns]

(b)成分波の数: 7個

図14:平均パルス応答

7　新しい海洋波諸量の観測の可能性

"はじめに"でも述べたように,我々の研究室では,

レ-ダ高度計受信パルス列から高精度の海洋波情報を

得るための新しい統計処理法の開発を目指しており,

そのための手段として,計算機シミュレーションによ

る方法を提案してきた.ここでは,本シミュレーショ

ンによる新しい海洋波諸畳の観軌の可能性の1つとし

て,海洋波長の測定について述べる.

本シミュレーションにより,いくつかの異なる有義

波長および有義波高を持つ海洋波モデルに対して平均

パルス応答およびパルス間相関特性を評価したところ,

図18および19の結果が得られている.ここで, βは

オフナディア角である.現在,レ-ダ高度計を用いて,

精度良く有義波高測定する技術が確立されている.実

用的観点からは,海面反射電力値に依存しないパルス

間相関特性を利用することで,レ-ダ高度計により海

洋波長を観測できる可能性がある.今後も詳細な評価

を行うことで,この海洋波長測定法を提案すると共に

より高精度な海洋波測定法の開発を目指したい.
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50　　1 00　　1 50　　　200　　　250

遷延時間【ns】

(a)成分波の数: 11個

50　　　1 00　　1 50　　　200　　　250

遅延時間【nsl

(b)成分波の数: 7個

図15:パルス間相関係数

遅延時間【ns]

(a)表l-(a)のパラメータの場合

10　20　30　40　50　60　70　80　90

遅延時間【ns】

(b)表l-(b)のパラメータの場合

図16:平均パルス応答
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8　まとめ

本醜告では,我々が提案しているレ-ダ高度計を用

いた海洋波観測の計算機シミュレーションの方法につ

いて紹介した.更に,いくつかの有義波高及び有義波

長を持つ海洋波モデルに対して平均パルス応答及びパ

ルス間相関係数を評価し,本手法の有効性を示した.

今後は,この海洋波モデルに対して,我々が摸案して

いる海洋波長測定法の有効性を検討すると共に,より

高精度の海洋波測定法の開発を目指す.また,シミュ

レーションの計算時間の短縮を目指し,連立方程式の

解法にづいても検討を進めていく.
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要旨 特性有限要素法において上流項の積分に現れる被積分関数は、要素上で滑らかでないc数

値積分を用いたときに生じる誤差は結果にかなり影響することが知られている。本稿では、数値積

分を用いずに各要素を部分三角形に分割することにより厳密に積分値を得る方法を用いる。この手

法による数値結果と数値積分を行った場合のそれとを比較する。

Abstract A key issue in the characteristic finite element method is how to perform the integra-

tion of composite functions obtained from base functions and the backward Euler transformation. 

The integrands are not smooth on elements. It is known that the use of rough numerical inte-
gration leads to instability. In this paper, we use the exact integration, which is executed by 

dividing each element into triangular parts. We compare numerical results by this method with 

ones by numerical integration. 

1 移流拡散方程式とその離散化

1.1 移流拡散方程式

2次元有界領域で移流拡散方程式を考える。

式（1)を滴たすか nx {0, T)→良を求める。

........ l.,. 、ー、-('-

｛璧＋（U・▽）¢-ッ△：： 
¢ = 

f, (x, t) E !2 x (0, T) 

g, (x,t) E r x (0, T) 

紛， XE !2, t = 0 

9 ：記の有界領城， r三 an,T, v：正の定数

である。

u：頁 X[0, T]→貸：与えられた関数， f：百 x[0, T]→股：与えられた関数

9: r x [o, T]→股：与えられた関数， 紛：百→艮 ：与えられた関数

1.2 特性有限要素スキーム

移流拡散方程式の弱形式は次のように書ける。

-11-
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via)-{v∈Hl(Q); v-g (x∈r)}, v-v(o)とし、

式(2)を満たす4>: (0,T) ⇒ V(g)を求める。

j (!*+ォ.v**)

+V(∇少,∇ゆ)-(/,10, Vや∈V

少,o)-¢o

物質微分項釦+u・∇4・は

孟x - u{x,t)
をみたす関数X: (0,1)⇒R2を用いると

(孟・u・, cf>(X(tU) -孟<KX(t),t)
と書ける。

次の記号をおく。

dt>0:時間刻み, NT=【芸　4>n(x)=4>{x,ndt)　0≦n≦NT

また、 X(tn+X) -xに対しtnでのXをEuler法を用いて近似し、近似したものをXlnとおく:

X?(x) ≡ 〇一un(x)di

このXlnを用いて物質微分項を

主=--一蝣V: -
ffl+1 - ¢n oxf

At

と近似する【2]。ここで記号Oは関数の合成を表す。

弱形式を時間方向に離散化したものは、式(7)を満たす(<nJo ⊂ via)を求めることである。

^n+1 -^olf
At I

rb

)
+ "(∇少,n+l ∇vo - (/n+YvO,

∀ゆ∈V,0≦n≦NT-1

<f>{x,0) - ¢ ¥x)

流速uとAtに次の仮定をおく:

un　∈　C-([O,T];Wl'∞(fl)),　un-0　(*∈r)

dt　<

l|unllc-(wi.也)

次に空間方向に離散化し、特性有限要素法スキーム【11を示す。

要素分割にPl要素を用い、 Xlnを式(10)で近似する。

X?h(x) -x-u完{x)At　　完=nhun

(2)

0

0

(5)

m

M

(10)

Ne:要素数, 7L={*<}&　否の三角形要素による分割列　Arh≡{i; l<t≦Ne}　要素番号の集合

oh≡int UiSATfcft), rh≡∂Oh
Vhig)≡(vh∈Hl{Qh)i vh∈Pi(K)ぐK∈%),vh-gぐp∈rh,節点)}. vh=Vh(Q)とおく。

式(ll)を満たす"(.<?/,/n=。 C vh{g)を求める。

(.n+1 _ Ann yn

df +U(∇載+1, ∇ゆh)-[Jh. 'ゆh),

∀+h∈vh, o≦n≦NT-1

魂-nft^

-12-
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nl,n2,...,nlO :節点番号

Si(JO - {nl,n2,n3} ∋ α

S2,u(K) - {nl,n2,n3,n4,n5,n6} ∋ β

ここに

である。

n6

図1:節点集合Si(K)とS2,u(K)

nA: i次補間作用素, fhn=Tlhfn

1.3有限要素方程式

式(ll)より剛性行列からなる有限要素方程式を得る。この際、次の行列の計算を行う。

0-4>{0)-x?h(x)<t>{a)(x)dx,
Jnα,β∈Ap,0≦n≦NT-1

ここで、¢(β)は節点Ppにおける¢の基底関数であり、Apは節点Ppの添字の集合である○

(12)

2　行列Bnを求める計算の手続き

以下では、時間ステップを表すnを省略する。

この節では、スキーム特有の行列Baβの計算手法について説明する。有限要素法の一般的な流儀にしたがっ

て、式(13)のように各要素ごとに計算し足し合わせることによって行列βを求める。

k - L¢(β oXlh(x)¢(ォ)(-　　　　　(13)

右辺の被積分関数に含まれる基底関数¢(i)はPi以外の節点上では零であるので、式(13)はほとんどのα,βで

零になる。よって、行列BKのほとんどの成分が零になる。 BKを必要最′ト限の大きさで求めるために次の集

合Sl(K)、 52,u(if)を求める。 (図1参照)

si(K) ≡ (α∈Ap; supp¢^nint(iC)刺)

S2,u(K) ≡ 〈β∈Ap; supp¢(β]oxlhnint (K)≠i)

αはSl(K)の値を、 βはS2,u(K)の値をとるので、 BKを3 × #s21u(iO行列として求めればよい。

2.1　アルゴリズムA

AK:要素Kの面積、　no:積分点の個数、　wi:重み、　Ai:積分点　とおき、数値積分
no

Ak ∑wi卓(β o xlh(Ai)¢(αH*)
t=l

13-
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図2: ¢(n2) Xlh(x)のK上での立体図 図3:要素ガの分割

Au(K) - {0,2,3,4,5}

Ue{KO) - {KO,K2,K3,K4,K5}

図4:上流要素群Ue(KO)

を用いれば式(13)の近似値を求めることができる。図2は図1における基底関数¢(n2)の要素K上での形状で
ある。被積分関数はこのような基底関数を含み滑らかでないため、数値積分を用いるこの方法では精度のよい

積分値を求めることは難しい。

2.2　アルゴリズムB

各額域で式(13)の被積分関数が滑らかであるように、要素∬をいくつかの部分三角形に分割する。図3は

図1図2での基底関数¢(n2が滑らかになるように、要素Kを分割した例である。それらの領域上で厳密な積

分値を求め、足し合わせて喝を求める
そのアルゴリズムは次のとおりである。

要素K∈Thのuに関する上流要素群Ue(K)を次のように定義する。 (図4参照)

K(K) =　ti∈ATh; mt(Ki)〔int(Xlh(K)) ≠4・)

Ue(K) -　{Ki∈%¥i∈AuW}

D(K,L) -　Xlh(K)DL

I(K,L) - (JTifc)"1(I?(2iC.,L))

-　KniX^iL)

-14-

また、 K,L∈7Lに対して



u{x)

iV/CKi) - 4

図6: I(K,Ki)の分割

とおく。 (図5参照)

ここで仮定(8),(9)より

U I(K,Ki)-K
i∈Au(tf)

が成立するので、 I(K,Ki)上での積分

・ /T{K,Ki) ¢`β> o *1A (aj) 0<軸dE

を求め、足し合わせればよい。

Bap-　∑　nK,h
i∈Au(K")

(21)

(22)

(23)

I(K,Ki)を重なりのない三角形に分割する。分割数をNT(Ki)とし、三角形を{T?(K)}豊1とする(図6
参照)。分割した三角形窄(K)上で積分し

その足し合わせ

≡LTJ(K)¢`β>oxi&(a:)0<軸dz

・>K,Ii-Ba。-∑

1≦3'≦W/(Ki)

-15-
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によってB3**求めればよい。式(23),(25)から

*5-　∑　∑　B窄
i∈Aye(JC) 1≦3'≦Ni(Ki)

(26)

となる。

I(K,Ki)上で¢(βl oxti中ま1次関数であり、よって式(24)の右辺の被積分関数は連続な2次関数である。

したがって、 β㌘∫の計算は数値積分を用いることなしに求めることができる。

3　数値結果-アルゴリズムAとアルゴリズムBの比較一

解析領域をf2-{(si, x2): -1<xi, x2<1}とし、厳密解を

a

柚f) =訂丁石iexp
(云i(t) - xltcy + (s2(tトx2,cY

a+4ut
(27)

云i(」) -xicost+x2sint,云ォ(*) - -zisini蝣+蝣accost,

(xi)C, x2>c) - (0.25, 0), a -0.01

と定めた。初期条件、外力、境界条件と流れは

u(x,ま)-(-〇2,Xl)T, /(*,*)-o　(ご∈0,t∈【0,m

g{x,t) -¢[x,t)  (x∈P, t∈ [0,T]),

¢'(*) -¢;*,o)  (x∈o)

と定めた。

領域分割は、正方形領域0のそれぞれの辺をN等分して得るN2個の正方形の対角線をつないでできる2N2

個の三角形要素で考える。

また、誤差を次のように定義する。

pin max{||Sfc一鵬‖LHnh)5 0≦k ≦n)

蝣{¥¥<t>k‖LHnh)', 0≦k≦n) I

0≦n≦NT (28)

なお、ノルムII・¥¥&(fih)は各要素で5次精度の数値積分を用いて求める。

・アルゴリズムA.l.fc, fc-4,8,16　要素の1辺をk分割して得られるそれぞれの小三角形上で、 1次精度

の数値積分を用いる。

・アルゴリズムA.k,　k-2,5　　要素上で、 k次精度の数値積分【3】を用いる。
●アルゴリズムB　　　厳密な積分値を求める。

図7は拡散係数〝を10-4、領域分割数Ⅳを128ととったときの誤差の時間発展を示したグラフである。図

8は同じく〝を10-4ととり、 Ⅳを32から128-と分割を細かくしたときの誤差の収束を示した。図9、図10

はそれぞれ図7、図8においてZ/を0に置きかえた結果である。

アルゴリズムBが最も良い結果を得ている。次いでアルゴリズムA.1.16が良い結果を得た。これらに比較

して、高次の積分公式を用いるアルゴリズムA.5は誤差の値が大きいことがわかる。

^9 u^5



0　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7

t=n△t

図7: v-10-4、 JV-128、横軸t縦軸q2

0　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　7

t=nAt

図9: i/-0、 iV-128、横軸t縦軸Efr

0.004　0.01 0.02　0.04

Af-義
図5: v-10-4、横軸At縦軸Ep、

N - 128,102,81,64,51,40,32

・
"
'
I
*

v
s
>
y

0.004　0.01 0.02 0.04

At-義
図10: v-0、横軸Ai縦軸Eg?、

JV - 128,102,81,64,51,40,32

Efr

表1:要素分割数Ⅳが102のときと128のときの図8、図10における傾き(×は誤差が発散または傾きが負に

なったもの)
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図11: 1ステップにおいて行列βを構成するのに要する時間(単位秒)

図11は1ステップにおいて行列Bを構成するのに要する時間を示したものである。図7-図10においてア

ルゴリズムBに次いで良い結果を得たアルゴリズムA.1.16が、アルゴリズムBに対して約6倍の計算時間が

かかることがわかる。

4　結論

アルゴリズムAよりもアルゴリズムBの方が優れた数値結果を得た。また、アルゴリズムAにおいて次数の

低い数値積分を用いても、 1つの要素を細分割して行えば次数の高い数値積分よりも良い数値結果が得られた。
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臨床応用を目指す循環器系の血流シミュレーション
理化学研究所

劉浩　　姫野龍太郎

要旨:

循環器系の血流シミュレーションは、近年臨床応用を目的とする予測医学(Predictive

Medicine)のための有用なツールとして重要視されつつある。予測医学とは、超音波や
MR (核磁気共鳴装置)やCTなどの高度な医療機器で得られる医用画像を利用して、
計算機上に生体の構造と機能について、厳密な力学モデルをつくりあげ、大規模な方

程式を解き、得られる結果を可視化することによって、疾病や障害の過程を目に見え
る形で捕らえ、高度な診断のための基礎を提供したり、新しい治療手段の開発あるい
はその適用の可否の事前の判断などを、患者に負担をかけることなく計算機上で実行

することができるようなものである。臨床応用としては、シミュレーションを用いた

心臓血管系疾患別データ-ベースによる診断支援(CAD: Computation-Aided Diagnosis)
とシミュレーションによる外科手術前オペ計画及び手術後経過の予測支援(CAS:

Computation-Aided Surgery)との2つの方向が考えられる。このような斬新なパラドー
ムを実現させるための土台として、ヒトの解剖学的及び生理学的な個人差を考慮した

患者個別情報を用いた血流シミュレーション、いわゆるpatient-specific simulation of
hemodynamicsを施す総合的なシステムは要求される。本論文では、理化学研究所の
計算生体力学プロジェクトで開発中している臨床応用のための心臓血管系血流動態

の統合的計算システム(PASS: PAtient-Specific Simulator for cardiovascular system)につ
いて紹介する。

1.はじめに

循環器血管系の血流動態は、正常な生理状態にしろ、あるいは病的な状態にしろ、
極めて重要な研究分野である1993年の統計によると、日本人の死因の1位はがん・

腫癌で、 2位は心臓疾患(心筋梗塞など)で、 3位は脳血管疾患(脳溢血や脳梗塞な
ど)であるが、心臓と脳の血管疾患による死亡は合わせると癌よりも多い。これらの

諸血管疾患は、血管の狭窄や動脈硬化、動脈癌の発生とその破裂、さらに血栓の発生
など、さまざまな原因で引き起こされ、いずれの場合にも、血流が大きな要因である
と考えられる。

理化学研究所では平成11年度より5年間計画で「生体力学シミュレーション研究
プロジェクト」を発足し、計算機上で生体の構造と機能について、厳密な力学モデル
をつくりあげ、それから得られる複雑な大規模な方程式を高速で解き、その結果を見

たり、感じたりすることが可能な統合システムの開発を目指している。このシステム
により、疾病や障害の過程を目に見える形で捕らえ、高度な診断のための基礎を提供

したり、新しい治療手段の開発あるいはその適用の可否の事前の判断などを、患者に
負担をかけることなく計算機上で実行することができるようになることが期待され
ている。
心臓血管系の計算血行力学シミュレーション研究では、我々が予測医療を目指して、
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計算生体力学支援診断と計算生体力学支援外科手術のための患者個別情報を用いた

循環器系血流動態の統合的計算システムを研究・開発している。この計算システムは、
MR工やCT等の医用画像の取り込み、解剖学的モデルの構築、計算格子の生成、マルチ

バイオ物理の解析及び可視化・可感化といった諸処理を含めた計算モデルを作り上げ
ることを最終目的とする、オブジェクト指向のソフトウェア環境を提供できるもので
あって、無論計算科学や力学や医学等の諸科学を横断的に包括することによって始め
て確立される。循環器系におけるマルチバイオ物理現象の解析は、血管系がマルチ分

岐をもったネットワークであるため、まだ明らかにされていない問題点が多く存在す
る。例えば、入口と出口における境界条件と初期条件の取り扱いと、血流と弾性血管
壁の相互作用問題と、侵襲及び非侵費的計測によるモデリング妥当性-の評価問題と、

得られる複雑な大規模な方程式-の並列計算とが挙げられる。一方、バイオメカニク
スエンジニアリングの視点から見ると、心臓血管系は、常に循環系の基本的機能を維
持するために、血行力学-のアダプティブな生物学的レスポンスを示すという大きな

特徴がある。この生物学的アダプティブ過程は、非線形力学現象であって、あまり知
られていない。また、弾性壁を有する血管系ネットワークにおける圧力波の伝播解析

も重要な問題であり、しかも動脈ツリーのある局部における3次元モデリングに対し
て適当な境界条件を提供することができる。更に動脈硬化症のような血管疾患のメカ

ニズムの解明の鍵とも言われる血管内を通過する栄養分や廃棄物を運ぶ諸血球と血
管壁を透過する諸粒子の物質輸送問題は、最近大きく取り上げられて大々的に研究さ
れている。将来は、細胞レベルの細胞力学と血管内血行力学を統合できるマルチスケ
ール力学モデリングが重要な研究領域の一つになると思われる。

2.診断支援(CAD)と外科手術支援(CAS)
患者個別情報を用いた循環器系血流動態の統合的計算システムを確立することに

よって、予測医学は、医用画像と経験に並んで臨床医学の第3のツールとして実現さ
れる可能性が飛躍的に現実味になってくるだろう。例えば、このシステムによって心
臓血管系疾患別データ-ベースを作成し医者の個人差による誤診を無くし診断支援
ツール、 CAD　とシミュレーションによる外科手術前のオペ計画及び手術後経過の短

気もしくは長期的予測支援、 CAS　とが考えられる。従来、これらの統合的診断は医
用画像と経験と過去のデータだけに依存していて、よって治療後の経過-の予測はほ

ぼ不可能であった。これらの診断支援(CAD)と外科手術支援(CAS)システムは、更に
下記の図1のような幾つかのサブシステムに細分化することができる0

Fig・ 1 Schematic diagram of the paradigm ofpredictive medicine

3.患者個別計算生体力学モデル
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予測医学の実像としての臨床診断と外科手術支援ツールの基礎となるのは、ヒトの
解剖学的及び生理学的な個人差を考慮した患者個別情報を用いた循環器系血流動態

の統合的計算システム(PASS)である。この計算システムは、図2に示されるように概
ねMRIやcT等の医用画像を用いたリアリスティックな形態学的モデル、実測流速や
血圧に基づくリアリスティックな生理学的モデル及びリアリスティックな計算力学

モデルからなっている。

Fig. 2 Schematic diagram of the patient-specific simulator for haemodynamics

次節においてこれら3つのモデリングについて詳細に述べる。

3.1形態学的モデル

形態学的モデリングとは、超音波やMRやCT等の医用画像を加工処理し血管もし
くは器官の3次元幾何学モデルを作り上げることである。この幾何学モデルは単なる
ボリュームレンダリング等の画像処理により対象血管の立体図を可視化するだけで

はなく、と同時に計算力学モデリングのための格子系をも作成しなければならない。
主なプロセスは以下の通りである。
1)元医用画像の取り込み

2次元スライス画像に対して2次元ピクセルデータセット、 3次元画像に対して
3次元ボクセルデータセットを入力

2)輪郭抽出
自動的、もしくは半自動的にオブジェクトの輪郭をワイヤフレームまたは骨格の
形で抽出

3)滑化と形状の数学的表現

抽出された2次元もしくは3次元の輪郭に対してB-spline等の数学的手法により
衷現し、更に平滑化を行うこと

4) 3次元表示と離散化
ボリュームレンダリング等の手法によるオブジェクトの立体図表示と計算用格
子生成

5)誤差解析
元画像にスーパーインポーズしモデル作成の妥当性を検討

3.2生理学的モデル
患者個別リアリスティックな計算力学モデルの構築には、血流の速度及び圧力に関

する生理学的情報は、欠かせないものである。このリアリスティックな生理学的モデ
リングに関しては下記のような計測に基づく諸項目が挙げられる。
1)高度な医用機器(超音波やMR)による血流と血圧の測定
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2)超音波ドプラ・により計測される血流流量の時間的変動波形に対して準定常水
力モデルを利用し境界における速度もしくは圧力条件を導出すること

3)計測される局部の血圧を用いて境界条件を定義すること

但し、非侵襲的に局部の血圧を測るのが腕などのごく限られる所以外ではまだ困難
なため、流量ベースもしくは0次元や1次元のような低次元循環器系モデルによる境
界条件の取り扱いは現実的である。

3.3患者個別力学モデル
心臓血管系血流は、分岐を有する動脈ツリー構造と心臓ポンプによる拍動流が存在

するため、通常強い非定常性をもった3次元流れである。更にある動脈内の血流動態
はその動脈の上流側と下流側の血流の相互作用の結果であることは言うまでもない。

臨床応用のための診断支援と外科手術支援ツールの開発を目的とするならば、正確に
血流情報を予測しなければならない。故に忠実に血管や器官の解剖学的特徴を再現し、

しかもリアリスティックな境界条件を課す、いわゆる患者個別リアリスティックな計
算モデルが要求されるため、我々は下記のようなグローバルな計算モデルを提案した。

計算手法は、血管系のマルチ分岐を考慮し中の拍動流を解析するために開発された
ものである。基本ソルバーは、非圧縮性、非定常Navier-Stokes方程式と擬似圧縮性手
法が導入された連続の式を有限体積法で離散化し時間進行法で解いていくものであ

る。一般に血流と変形する血管壁の相互作用が存在するため、

ALE(Arbitrary-Lagrangian-Eulerian)手法による移動境界-の取り扱いが採用される。マ
ルチ分岐部を有する血管系血流計算を行う際にもっとも厄介な問題は境界条件の取
扱いであろう。

我々はグローバルな循環機能(流量や圧力やインピーダンス等)を評価するための低
次元モデルと局部の3次元モデルをカープリングさせる、いわゆるマルチスケールモ
デリングを提唱したい。更に分岐部の3次元効果を解析するために3次元モデルにマ

ルチブロック手法やoversetやzonalといった手法を導入した。動脈血管壁の変形が通
常5-1 0%あるが、現段階において一次近似として無視される。

心臓血管系の1つの計算原型モデルとして、まず心臓左心室と大動脈と分岐部を有
する上腕及び脳-血液を送る動脈を含めたグローバルなモデルを作成した。このよう
な心臓まわりの動脈系を選んだ理由は、このモデリングには血流シミュレーションに

おいて必要とされるあらゆる問題点が入っており、しかもこの辺において例えば左心
室の機能低下や大動脈癌や頚動脈狭窄等のような病変の好発部もあって臨床的にも

意義があるからである。最近心臓の超音波画像より作成された左心室の中の血流モデ
リングとそれに基づいた心機能-の評価ができるようになった。さらに、左心室と大

動脈弓の動きまでを含めた解析モデルも行われ、左心室の拍出により動脈が拡張して
いる影響が計算可能となった。図3に超音波動画像に基づいた左心室モデルとMRI
を用いた大動脈弓モデルのカップリングモデルが示されている。その1次近似モデル

として、先ず弁無しの左心室と分岐無しの大動脈弓の統合的モデルを超音波及びMRI
医療画像に基づき構築した。大動脈半径は経験式R-Roe.-Aっこよって定義され、但し
Ro-l.5cm,A-0.035,sは血管芯線の長さを表すo生理学的流入・流出条件は、実際の左
心室のダイナミクス、血流の速度及び血圧の測定値を用いてリアリスティック性を図
った。その結果、左心室中の血流は、左室の構造的及び運動的非対称性により一対な
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非対称な渦が見受けられ、それらが合流して大動脈入り口を出たところで3次元の渦

流れを形成していることがわかった。これが最近の研究(Kilner, et al. 2000; Liu, 2000)
で取られた大動脈弓内によく観察される強い回旋流の発生原因の一つ重要なファク
ターではないかと思われる。

Fig. 4 Helical flow pattern in 一eft ventricle and aortic arch

一方、これらの結果を検証するために、計算システムと血流シミュレーションに対

する妥当性検討は、重要であり、特に患者個別モデリングに対する検証が侵製的実験
またはモデル実験などがほぼ不可能なだけに適当に行わなければならない。そこで、

図5に示すようなVerificationand Validation (V&V)手法を提案したOこの方法は、実現
象(Actual reality)へのリアリスティックなシミュレーション(virtual reality)に対して検
証がほぼ不可能な問題に対して、実現象の根本的な原理やメカニズムをある程度捕ら

れる、あるconceptual modelについて妥当性検討を行うものである。血流モデリング
に対してシミュレーションの複雑性によってこの概念的なモデルを過当に選択しな

ければならない。但し管内拍動流との基本的な性質を考慮して解析解のある
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Womersley解(図6)がベースラインになる基本モデルとなる。

恥;velopment & Veri丘cation

Fig. 5 Schematic diagram of the methodology for verification and validation of the PASS
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Fig. 6 Conceptual modeling ofpulsatile f一ow in a rigid tube

実際リアリスティックな血流シミュレーションを検証する時に、 MRAや超音波ド
プラーのような高度な医療機器による流速の測定が近年可能になりつつあるが、まだ

信頼性のある精度を出せる段階まで至っていなく、参考の程度にすぎないというのは
現状である。

4.緒言
以上に主に太い動脈についてだけ述べてきた。一方、脳動脈や心臓の冠状動脈な

どの重要な応用分野もある。これらの場合、血流と変形のシミュレーションだけでな

く、カテーテル手術のシミュレーションが最も興味深く、近い将来実現可能な応用分
野であろう。臨場感のある手術シミュレーションを通常のコンピュータで行うために
は、このシミュレーションモデルを簡略化して、レスポンスをよくする必要がある。
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現在のシミュレーションモデルでは数秒の現象が計算時間数時間にもなり、実現象の

数千倍もかかってしまう。先に大規模な血流血管達成問題の計算が非常に困難である。
しかし、理論性能4 OTFLOPS　という近々稼働予定の地球シミュレータのような計
算機なら、実は十分実現象並の速度で計算できるだろう。
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「三次元羽ばたき翼まわりの非定常粘性流の数値解析」

Numerical Simulation of Unsteady Viscous Flow

Around a Flapping Wing
l

磯貝　紘二

Koji Isogai

九州大学大学院工学研究院航空宇宙工学部門

Dep artment of Aeronautics and Astronautics, Kyushu University

要旨　羽ばたき運動する鳥の翼まわりの非定常粘性流れを3次元ナビエ.ストークス.

コードを用いて解析し、流れのはく離、特に、ダイナミック.ストールが巽の推進効率や

推力および揚力に与える効果を検討した。まず、対称翼型を持ち、平均迎角0度で羽ばた

き連動する直線テーパー翼の解析から、流れの剥離の発生が、推進効率や推力を著しく低

下させることやフラッピング連動に適切なフェザリング運動を加えることによってはく離

を防ぎ推進効率や推力を大幅に高めることができること等を示した。また、大きなキャン

パーと特異な幾何学的な摂り上げ分布を持つ鳩の巽についての解析から、自重を支えるた

めの高い揚力と抵抗に打ち勝つための適切な推力を同時に得ようとすると、翼の先端付近

で流れのはく離が起こり、このために推進効率が0.5以下になることが示された。このこ

とは、従来のポテンシャル理論に基づく解析が0.8-0.9という商い推進効率を予測するこ

とと極めて対照的な結果である。

Abstract In order to investigate the effects of dynamic stall phenomenon on the

propulsive efficiency, thrust and lift of flapping wing of a bird, unsteady viscous flow

simulations have been performed by using a 3D Navier-Stokes code. As a result of the

simulations about a typical pigeon wing which has thick-large-cambered air foil

sections and a peculiar nose-up twist distribution, it is shown that the occurrence of the

flow separation is unavoidable around the tip region to maintain the high lift and

appropriate thrust, wherefore the propulsive efficiency remains less than 0.5. This is

in sharp contrast with the results of the existing potential flow analyses that predict

也e very high propulsive e伍ciency of the order ofO.8-0.9.

1緒青　　　　　　　　　　　　　　　　　み、ある種の鳥は高い推進効率で飛行して

鳥は長い進化の過程を経て最適化が進　　いると考えられている。鳥は、航空機とは
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異なり、自重を支えるための揚力と抵抗に

打ち勝つための推進力を同時に、羽根の羽

ばたき運動によって生成しなければならな

い。このような羽ばたきによる揚力と推進

力の生成メカニズムを明らかにすべく、過

去に多くの理論的1)~5)、実験的6)-7)研

究がなされてきたが、そのメカニズムは十

分に解明されたとは言えない。理論的研究

としての3次元羽ばたき翼の解析は、ポテ

ンシャル流の仮定に基づく、揚力線理論1)、

揚力面理論2) -3)あるいはパネル法4)、あ

るいは、後流渦の形状を仮定して間接的に

巽の性能を推定する渦理論5)等が提案され

ている。これらの理論による予測では、鳥

の推進効率として0.8-0.9　という極めて

高い値が示されている。しかしながら、後

述するように、翼の羽ばたきによって生じ

る有効迎角は容易に失速迎角を越える(特

に自重を支えるための(時間)平均揚力と

推進力を同時に生成する場合、打ち下ろし

の過程で)可能性がある。このため、ポテ

ンシャル流の仮定に基づく従来の理論には

限界があり、鳥の高効率推進のメカニズム

を解明するた馴こは、粘性を考慮した解析、

すなわち、ナビエ・ストークス・コードを

用いた解析が不可欠である。筆者らが知る

限り、鳥を対象とした3次元羽ばたき翼の

3次元NSシミュレーションは皆無である。

2　解析法

図1に示すように、巽はz=0両を対称

面として、 Ⅹ・Z平面に垂直方向に羽ばたく

ものとする。任意の時刻tにおける巽上面

または下面の座標は、次式で与えられる、

すなわち、

y(x,z,t) =ys (x,z) +f(x,z,t)　(1)

ここで、 ysは巽上面または下面の時間平均

位置を表し、 fは翼上下面の時間平均位置

からのy方向変位を表す。ただし、長さの

単位はすべて翼根の1!2翼弦長brで、時

間tは主流の速度Uとbrで、それぞれ

無次元化されている。

また、 (1)式におけるf(x,z,t)は次式で与

えられる、すなわち、

f(x,z,t) = Qir + <p。z)sm酔) -

(Or + bgz)(x -xp (z))sinQ* + fi

(2)

ここで、 kは無次元振動数(k=(bro)/U,ゥ:

翼の円振動数)、 hrは巽根の上下振動の振

幅、中。はフラッピング振動の振幅、フエザ

リング(振り)振動の振幅は翼根でOrと

してZ方向に勾配boで線形的に増加する、

Ⅹpはピッチ軸のⅩ座標を与える、また、中

はフエザリング振動のフラッピング振動に

対する位相の進みである。 (1)式で与えら

れる運動をする剛体翼のまわりにC・H型

の格子を形成し、 3次元ナビエ・ストーク
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ス方程式をⅥ)e-Harten8)のTVDスキー

ムを適用して解いた。格子数は、 Ⅹ方向(主

流方向) 240点、 y方向(翼面およびwake

に垂直方向) 31点、 Z方向(スパン方向)

19点とっている。但し、マッハ数0.3,レ

イノルズ数105と仮定し、 Baldwin &

Lomaxの乱流モデル9)を用いている。

iffinfm

3.1コードの糖度評価

既に述べたように、羽ばたき運動する3

次元翼についてのNS(Navier-Stokes)解析

は皆無であるため、ここでは、まず比較的

2次元巽に近い結果が期待できるアスペク

ト比8の矩形巽について、翼全体が純粋に

上下振動とピッチング振動が達成した運動

を行っているケースについて計算し、筆者

らが以前行った2次元翼に対するNS計算

の結果10)と比較した。すなわち、具体的な

翼の運動としては、 hr=1.0, <j>。=O deg,

9r=20.0 deg, be=0, <j>=90 deg, xp=0.0とし、

翼型はNACA0012,平均迎角:0 degとし

た。図2に、推進効率npと推進係数CTの

k　に対する変化を示す。　ただし、

tlp=UT/W ; Tは1サイクル間の時間平均

推力、 Wは1サイクル間の時間平均仕事率

である。また、 Ct=T!(1!2pU2(hrk)2S); pは

空気密度、 Sは翼面横である(ただし、 2

次元巽の場合には、 TおよびWについて

は、単位スパン当りの値を用い、 Sの替わ

りに喪弦長Cを用いるものとする)。また、

図2には、比較のた糾こ、 LighthillID　に

よる2次元ポテンシャル理論による結果も

実線で示している。図2から、今回のアス

ペクト比8の矩形翼に対する計算結果は、

2次元NS計算と比較して、合理的な振る

図2　推進効率と推進係数の無次元振動数

に対する変化

舞いを示していることがわかる。次に検証

計算の例として、やはりアスペクト比8の

矩形翼全体が純粋な上下振動とピッチング

振動の達成運動を行っているケースについ

て計算し、 Lan2)が行った3次元ポテンシャ

ル理論(Unsteady Quasi-Vortex Lattice

Me也od)との比較を行った。具体的な翼の

運動は、 k=0.25, hr=2.0, <jサ。=O deg, Gr=23

degbe=O,xp=0.5,中=90degである。また、

翼型はNACA0012であり、平均迎角はo

degとした。今回のNS計算で得られた推
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進効率TIpおよび推進係数CT (ただし、以下

に出てく　る　CT　の定義はすべて

Ct=T/(1/2pU2S)とする)は、 r|p=0.70,

0=0.0623である。一方、 Lanの3次元ポ

テンシャル理論による結果はr|p=0.94,

Ct=0.0623である。Lanの計算には粘性が

考慮されていないことを考えると、今回の

筆者が得たNS計算の結果は合理的なもの

と判断される。

3.2　計算例と考察

まず,流れの剥離が推進効率の大幅な低

下を招くことを以下の例で示す。対象とし

た翼は、アスペクト比7.04,テーパー比

0.42　の直線テーパー翼で、翼型は

NACA0012である。図3に、平均迎角ooで

Ⅹ軸まわ'りに中,=33-の純粋なフラッピン

グ運動を行っている場合の打ち下ろし時

(kt=冗)の流れのパターン(Z方向の渦度

の分布)を示す。ただし、 k=0.30である。

この場合、例えば、 75%セミスパン位置に

おける有効迎角は約310にも達するため、

翼の50%セミスパン位置から先端にかけ

て大規模な剥離を生じていることがわかる。

この場合、推進効率TIpと推力係数CTは、

それぞれ0.111および0.0374といずれも低

い値となっている。一方、上記のフラッピ

ング運動に対して、 900の位相の進みを持

つフエザリング振動(6r=0-, be=0.09311

75%セミスパン位置で約200の振幅)を加

えることにより、 75%セミスパン位置にお

ける有効迎角を110に抑えることができる。

この場合、有効迎角が最大になるkt=7Cに

おけるフローパターンを図4に示す。流れ

の剥離がほとんど起こっていないことがわ

かる。この場合TIpとCTは、それぞれ0.619

および0.106となり推進効率、推力係数とも

に前者に較ぺ大幅に改善されていることが

わかる。図5に、これら両ケースにおける

推力と仕事率の1サイクル間の変化を示す。

フラッピング連動のみのケース(点線)に

較ぺ、フラッピングとフェザリングが達成
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したケース(実線)の方がより小さな仕事

率でより大きな推力を発生していることが

見て取れる。

図3-図5のケースは、対称翼型を持つ

翼が、平均迎角ooで羽ばたいている場合の

例である。したがって、時間平均揚力は0

である。しかし、前節でも述べたように、

鳥は自重を支えるた馴こは、時間平均揚力

も推力と同時に生成しなければならない。

時間平均揚力と推力を同時に生成しようと

した場合に、どのようなことが問題となる

かを示す例として、図6に示すような平面

形および翼型を持つ鳩の羽根のケースにつ

いて計算を行った。図6は、 Nachtigall &

Wieseris)によって、実際の鳩について計測

されたものである。特徴的なことは、通常

の航空機の翼には見られない、大きなキャ

ンパーを持つ翼型になっていることおよび

図の右側に数値が示されているように(-

見奇妙な)幾何学的摸じり上げ分布を持

っていることである。これらは、後述する

ように、時間平均揚力と推進力を効率よく

生成するた糾こ、極めて合理的な形状と考

=竪1-



えられる。この翼の緒元4)と計算条件は以

下の通りである。アスペクト比:7.2,フル

スパン長: 0.66m, br=0.055 m, S=0.062m2,

U=llm/s, <t>。=50-, co=50.24 rad/s(8Hz),

k=0.25, hr=0.0, 6r=0-, be=0.129(75%

semispan位置でのピッチング振動の振幅

約30.4-), <{>=900, xp=-0.5このような条件下

で計算を行った結果、 71p=0.42, Ct-0.12,

Cl=0.72を得た。同じ条件下でVest &

Katz4)がパネル法で計算している。彼らが

得た結果は、 tlp=0.64, Or-0.13, Cl=0.85

である。今回筆者が,NSシミュレーション

で得た結果は、パネル法の結果に対して

rip, Or, Cl伴に下回る値となったが、粘性お

よび剥離の効果を考えると合理的な結果で

ある。図7に、有効迎角が最大になるkiFTC

における流れのパターンを示すが、 70%セ

ミスパン位置から先端にかけてかなり大き

な剥離を生じていることがわかる。これが

推進効率の低下につながったものと考えら

れる。

図8には、揚力、推力および仕事率の1サ

イクル間の変化を示した。揚力および推力

は、ほとんど打ち下ろしの過程

(kt=7t/2-3/27【)で獲得されていることが見

て取れる。
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今回の解析で明らかになったことは、高

い推進効率を得ることと、高い(時間平均)

揚力を得ることとは、相反する要求である

ということである。すなわち,高い揚力を得

るた糾こは、打ち下ろし時の有効迎角が翼

の先端付近で失速角を容易に超えてしまう

た糾こ流れの剥離を生じ、既に見たように、

推進効率の低下を招くことになる。この相

反する要求を最大限に達成するための仕掛

けが、 (この鳩の翼のように)航空機の翼に

は見られないような大きいキャンパーと

(一見奇妙な)振り上げ分布をもった巽で

はないかと思われる。

4　紡静

羽ばたき運動する鳥の翼まわりの非定常

粘性流れの数値シミュレーションを3次元

NSコードを用いて行い、以下のような結果

を得た。 1)流れの剥離の発生は推進効率

と推力を著しく低下させる。 2)フラッピ

ング連動に適切なフェザリング運動を加え

ることにより、はく離を防ぎ、推進力と推

進効率を大幅に改善できる。 3)大きなキ

ャンパーと特異な幾何学的振り上げ分布を

持つ鳩の翼の解析により、商い平均揚力を

得ようとすると打ち下ろしの過程で、流れ

のはく離が起こり、推進効率を低下させる

ことが明らかになった。 4)大きな時間平

均揚力を得ることと高い推進効率を実現す

ることは、相矛盾する要求であるが、鳩の

巽に特徴的な翼型や揺り上げ分布は、これ

らの要求を最大限に達成するための仕掛け

ではないかと思われる。
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要旨　超音速内部流れにある垂直衝撃波は壁面の境界層と干渉する.その結果,流れは複雑な三

次元構造となる.このような流れの三次元性は各種流体機器でみられ,それらの性能に大きく影

響し,流れの現象解明は工学上極めて重要である.本研究では一定断面積矩形ダクト内における

垂直衝撃波/境界層干渉流れの三次元構造を明らかにするため,三次元圧締性ナビエーストーク

ス方程式を支配方程式とした数値解析を行ない,その結果を非接触測定法であるレーザー誘起蛍

光法(LIF法)による測定結果と比赦した.その結果,流れの三次元性は,ダクトコーナー部の複

雑な衝撃波構造によって引き起こされることがわかった.

Abstract In supersonic internal flows, a normal shock wave interacts strongly with the boundary layers

on the walls. As a result, the flows have a complicated three-dimensional structure. This three-

dimensional flow character induces a large velocity distortion at the exit of various flow devices, which is

one of the troublesome features for the devices. To investigate the three-dimensional structure of the

supersonic flow in a rectangular duct with a constant cross-sectional area, numerical simulation based on

the Navier-Stokes equa丘on is done, and the result is compared with the experimental result measured by

the laser-induced fluorescence (LIF) method. As a result, it is found that the three-dimensional flow

pattern is induced by the complicated shock structure near the duct comer.

1　はじめに

近年,工業の進展とともに,ノズル,デイフユーザ,

回転翼列,および工場配管系などの各種流体機器の高

症,高速化が進み,機器内部の流れの速さは時には音

速を超える場合があり,音速を超えた流れの性質が機

器の性能に大きな影響を与える.また,コンコルドに

代わる次世代の超音速旅客機や,音速の5倍以上の速さ

で飛ぶ極超音速輸送機の開発がアメリカ,ヨーロッパ,

日本など世界各国で行なわれており,それらの推進シ

ステム(エンジン)の一部である空気取入口(インテ-ク)

内の流れの構造が推進システムの性能・効率に大きな

影響を与える.上述のような周りが壁で囲まれている

ダクト内の超音速流れの構造を知ることは工学上極め

て重要となってきている.

一般にダクト内の超音速流れ場では衝撃波が発生し,

これが管路壁面上の境界層と干渉するため,流れ場が

強い三次元構造となり,非常に複雑になる【1]~[3]しか

し,このようなダクト内の超音速流れ場は現象が高速

である上,ピトー管や熱線流速計などの計測プローブ

を流れに挿入すると流れが著しく乱れてしまうため,

測定が極めて困難であり,現象を把握しにくい.しか

し,上述の流体機器を高効率・高性能化し,かつ,罪

境に適合したものにするためには,流れの現象解明は

急務である.そこで,本研究では垂直衝撃波と境界層

が干渉する超音速内部流れを対象とし,三次元圧緒性

ナビエーストークス方程式を支配方程式とした数値解析

を行う.また,その結果を非接触測定法であるレーザー

額起蛍光法(uF法)により測定した結果と比致し,流れ

の三次元構造の解明を試みる.

2　対象とする流れ場

本数値解析で対象とする流れ場を形成するダクトの

詳細図をFig.1に示す.ラバルノズルによりマッハ数

1.68まで加速された後,長さ35mm,高さ10mm,輿

行き20mmの一定断面積矩形ダクトに流入する.本研

究ではこの一定断面積矩形ダクト内の流れを対象とす
る.実験で得られた流れのシュリーレン写真をFig.2に

示す.図では垂直衝撃波と境界層が強く干渉し,先頭

衝撃波下流で流れが不鮮明になっている.これは,疏
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れが強い三次元構造を有しており,シュリーレン写真

における像の明暗はダクト厚さ方向の光の積分値を表

しているためである.

Fig、芝Schlieren pho輸鼻柑画

3　数値解析法

3.1支配方程式

以下の式において, Aはスカラー量, Aは5項列ベク

トルで,

EC

AI

A2

A3

A4

A5

(3-1)

A'(/=l-5)はベクトルAのl成分を示す.また,本論

文ではこの列ベクトルを

A. = [Aj,A,,A3,A4,>15J (3-2)

と表記する.A-は5×5の行列である.下添割.;.*

は物理空間の座標点・*.-.・た,y材とZu㍉こおける諸量で・

xijk'yijk'Zyl・ykに対応する一般座標の点を島.vj>&と
するA'VAはx,y,zに関する・

*r¥>卑ま号.*7.Qに関する編微分係数である・

本数値解析における支配方程式は三次元レイノルズ

平均ナビエーストークス方程式(以下,RANS方程式とよ

ぶ)で,一般座標系において以下の式で表せる[4]

普+晋+雷+雷-去(雷+票+貰(3-3)

ここで,Reはレイノルズ数である.また,Qは保存量,

E,F,Gは非粘性流束であり,次式で表される.

Q-吉【pypu,pv,pw,ef(3-4)

E-j[ptpuU+^ptpvU+^pt卵-蝣P>(e十pW]

(3-5)

F=-[p,PUV+T]xp,PVV+J]yptpwV+7]乙p,(e+p)V]

(3-6)

G--[p,PUW+」xp,PVW+」yp,PWW+Zzp,(e+p)W]T

(3-7)

ここでp,p,u,v,wはそれぞれ無次元化され

た圧九密度,ズ方向速度,y方向速度,Z方向速度で

ある.Jは変換ヤコビアンで,

J-[x^nh+y^叩x.+zfXq乃-zcy~xr-
-WeW蝣-x.z椛rl

(3-8)

となる.eは単位体積当たりの内部エネルギーで,比熱

比をγとすると,

e-吉+Uu> γ2十W2)

である.また, u, v, wは

U=乞U+&+烏w

V= TIxU+叩,γ+TI W

W=」u+C,v+」>

である.また, R, S, Tは粘性流束で,

-71-,ち,^4'^s]

S - 7[51,S2,53,54,5sf
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T=j[TlfT2,T3,T4,Tsf

とすると,

#,=O

F: =もて∬+」* +」で.:

馬=もTw+^T +如,I

#4 =」*ォ+」*山詔か蝉

馬=」&+」&HA

5,=O

s2 = n∫も +V* +*7ォT,:

S3 = JlxTyx +叩,^ +叩ォT*

s4 =nJ*ォ+サ?,㌔ +fl*㌔

ss =nJp. +W+flth

l=O

T2 =もて∬ +」** +」で.a

w,てIX 'by _yy ?z yz

w,でぴ+&** +」ォ*ォ

Ts -CA+Wy+SA

となり. &>　A. β之はそれぞれ

β- - ---**---　　苦言芸

py - ㌔山湖十でか豊吉芸

pz-で-V+T w+豊吉晋

(3-12)

-(4/3)Aiァサvォ+叩,Ⅴ叩<A)

-(2/3)/^ +帆+」>< +玩+77 yv叩+c.サc

(3-17)

T衣-(4/3)n(」w。 +w +s>:)

-(2/3)/*(毎十的+」>c +玩+vi +tvc)

(3-18)

T^ =でyJ

-A*(」,ォ{ +fyォ, +C,ォf十的・机+E.γ{)

T* =Tq

-p(玩+W +」vf +^+17^, +」ywf)

(3-19)

(3-20)

(3-13)でぴ=で花

-p如叩'xw, +S>f+」i(。+サ?ォォ+&0 (3-21)

RANS方程式では右辺に未知畳であるレイノルズ応

力項が現れる.この項はプジネスクの渦粘性モデルを

導入すると式(3.15)-(3.21)においてFLを乱流粘性係数

p,に, Prを乱流におけるプラントル数Pr,(-0.90)に置

(3-14)き換えた形になる・すなわち, RANS方程式では(3-
15)M3-21)において

〃=〝1+〝′

且=且+A
Pr Pr, Pぢ

(3-15)

となる.ここで/*. Tはそれぞれ無次元化された粘
性係数および温度であり, Prはプラントル数である.

また・ Txx' xy等は静圧項を除く応力テンソルの粘性応
力成分であって,以下の式で表される.

で∬ -(4/3)/i Jif` +1,", +?*

-(2/3)//(玩+v叩+C,vf +玩+77 W可+ft"v)

(3-16)

(3-22)

(3-23)

となる・ここで1*1>　Pr.はそれぞれ層流における粘性
J

係数およびプラントル数年0.72)である・また, 〃′は乱
流モデルにより評価し,本研究ではWileoxのk-co二方

程式乱流モデル【5】を用いる.

3.2　対流項の評価

対流項の評価には三次精度MUSCL型のTVD法を適

用する.対流項の微分は以下のように差分化される.

_EMn-Ei-¥,
-lttttttttht′tltttttttttPtPt-A号

F-F
_rj+l12rj-112A叩

_Gi+1/2-Gk-1!,

AE
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上式において本研究ではAg=A?7=A」=1となるよう
に変換ヤコピアンを決定した.また,添字i+1/2やi-

1/2はi番目のセルの墳界を示す.セル境界の非粘性流

束はEを例にとると, MUSCL法【6]を適用し,

・., ′ -ア[E(Qs)+E(QL)-¥B¥(QK-QLj¥Mn (3-25)

で評価される.ただし. Q*>　Qlは右および左の計算
セル界面の物理量で,以下の式で評価される.

(&Lォ- a +?[(i-サ)A- +(i+サ)a+-i

(&L′2 - &i -j[fl-ォK +(l+サ)A-L

(3-25)

ここで. A+=a+1-aおよびA-=0,-0mである.ま
た,本研究ではK=l/3で,この場合,空間的に三次精

度となる. ∫はVan Albadaの制限関数で,以下の式で

表される.

2△+A. +∂

(A.)2 +(A.)2十∂

(3-26)

8は0でない小さな値であり,本研究では1014とした.

また,式(3-25)において,富は流束ヤコピアン行列で

あり,

B ′2-軋.′。札′a*ca (3-27)

となる.ここで, U, Vはそれぞれ,流束の右およ

び左固有行列であり,天は固有値を行列要素にもつ対

角行列である.また,式(3-27)中のi+1/2における諸

量はRoeの平均を用いて評価される【6】.

3.3　粘性項の評価

粘性項は二次精度中心差分で評価する.例えば, A

の号に対する一階微分は以下の式のように評価される・

dA　等-餐_A+i A-i_A+i A-i (3-28)

3.4　時間微分の評価

前節の手順により,空間微分の項が求められる.式

(3-3)は以下のようにかける.

f - tf(g) (3-29)

上式の時間に対する積分に時間二次精度の三段階ルン

ゲ・クッタ法を用いる.時刻Jがらの時の値を上添字
(n)で示せば,

& -Qw +¥toH(Qw)
3

Qサ-QM+L&H(Qa)
2

Qln+l) = Q(n) + AtH(Qb)

(3-30)

この事順により, ㌔の時刻の諸量から㌔+1の時刻の諸量
を求めることができる.

3.5　計算額域と境界条件

本数値解析を行なった頗域をFig.3に示す.図に示す
ような流路の4分の1の偵域で計算を行なった.入口境

界では底壁面上の境界層厚さを1.0mm,側壁面上の境
界層厚さを1.5mmとして,境界層内のx方向速度分布

が1/7乗則にしたがうように状態量を設定した.壁面に

おける境界条件では滑りなし条件を用いた.出口境界

では圧力を時間に対して固定し,その他の物理量に対

Fig.3 Calcula血g region

(b) x-z plane

Fi g.4 Calculating points
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しては,流れ方向のこう配を0として設定した.その他

の境界では流れが境界面に対して対称となるように設

定した.また,図中には実験および数値解析結果の考

察に用いた座標系も示されており,一定断面積矩形ダ

クト入口において前面側の側壁と底壁の交わる点を原

点とし,流れ方向をズ軌高さ方向をy軌奥行方向を

Z軸とした.なお,本論文ではy=0のズーZ平面を底壁

面, z=0のx-y平面を側壁面とよぶ.

計算点はFig.4に示すようにズ方向に117点, y方向

に50点, Z方向に60点であり,壁面近傍と先頭衝撃波

付近における格子を密にした.

4　uF法による温度測定理論

波長514.5nmの広帯域モードで発振しているアルゴ

ンレーザーでヨウ素分子を励起した場合,レーザー強

度が蛍光の飽和強度より十分に低ければ,得られる蛍

光強度毒は次式で表せる【71.

SF - rjhv孟vcた号w,　(4-1)
ここで. V¥ま受光効率, hはブランク定数, Yは蛍光の

周波数, flは受光立体角・ V,は被測定体積　Vま自然
放射率. K。〟は衝突失括率, Bは誘導放射率, Cは光速,

Iはレーザー強度, fとNtzは被励起準位にあるヨウ素
分子の占有率と数密度である.対象とする流れ場の圧

力が大気圧に近い場合には,自然放射率は衝突失活率

に比べて十分小さくなる.このとき,レーザー強度を

-定とすると,

nhv孟K*,号I ≡ C-一定　　　(4-2)

となるので,式(4-1)は,

SF = Cj- f(T)Nl2　　　　　　　(4-3)

となる.占有率fは温度Tのみの関数であるので,上

式ではこれをf(Dとした・衝突失活率k"〝は, pを圧
力, C′を定数として次式で近似できる.

Koii - ^′舌　　　　　　(4-4)

ヨウ素の数密度N,,は,気流中のヨウ素の分圧をpv
をボルツマン定数とすると,

Pl2 =N,kT (4-5)

と表される.また,流れ場における作動気体とヨウ素

の数密度比は一定であるので,蛍光強度はC.を定数と

して次式のようになる.

sF - co等　　　　　(4-6)
上式に示されるように,蛍光強度は温度のみの関数と

なる.このため,流れ場の一点における温度とその点

の蛍光強度がわかっていれば式(4-6)の定数coが得られ

蛍光強度分布から流れ場全体の温度分布を知ることが

できる.なお,占有率f(T)の計算は,振動量子数が
0, 1,および2,回転量子数が13および15の分子に対

して行なった.

超音速自由噴流のように気体の膨張速度が速い場合,

空気のような二原子気体を用いると並進,回転および

振動温度が平衡に達しない[8]しかし,本研究で用いた

ダクト内流れでは,壁面により膨張が抑制され,また,

マッハ数も1.7以下である.このため,流れ場は平衡状

態にあり,蛍光法で求めた温度は流れ場の温度に等し

い.

5　実験装置および方法

5.1測定システム

本研究で用いた実験装置の概略をFig.5に示す.レー

ザーはアルゴンイオンレーザー(1)(スぺクトラフィジッ

クス社, Model　2017型)で,共振器内にプリズムを入

れて波長514.5nmのビームを広帯域発振させる.実験

ではレーザー出力を約2Wとしたが,測定対象とするダ

クト内でのレーザーシート幅を考慮すると,この強度

は飽和強度の1/1000以下になる.レーザービームは円

筒凹レンズ(焦点距離-15mm)と二枚の円筒凸レンズ

(焦点距離100mm, 1000mm)によりシート状にされ,

ダクトの下流方向から上流側に向けて入射される.レー

ザーにより誘起された蛍光を,レーザーシートに対し

て直角方向から撮像するが,蛍光強度が低いので,レ

ンズ(ニコン,明るさF己1.4)で集光した後,イメージイ

ンテンシファイア付きのCCDカメラ(4, 5)(浜松フォト

ニクス社, C5909)で増幅して撮像される.得られた蛍

光強度分布はA/D変換(512×512ピクセル, 1024階調)

された後パーソナルコンピュータに記録される.この

構成により, -つのレーザーシート面での流れ場の二

次元温度分布を得ることができる.そこで,入射光学
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1.Alaser2.mirror3.cylindricallens
4.imageintensifier5.CCDcamera
6.personalcomputer7.balloon
8.iodinecell
10.duct亨霊ignat
xpan霊ichamber
nchamber

12.valve13.vacuumtank

Fig.5ExperimentalSetup

系と受光光学系を微動装置でダクト奥行き方向にスキャ

ンし,複数断面での蛍光強度分布をコンピュータに取

込む.得られたデータをコンピュータで流れ場の三次

元温度分布に変換し,コンピュータ断層法を用いて任

意断面の温度分布を解析する.

イメージインテンシファイアには感度の非一様性が

あり,均一な強度の光を照射しても得られた画像は中

央部分が明るく記録される傭向がある.また,測定対

象のダクトには上下に壁があるため,奥の断面の受光

立体角は手前の立体角より小さい.したがって,これ

らの効果を含め,測定系の総合的な感度を補正する必

要がある.そこで,ダクト内にヨウ素をシードとした

静止気体を充満させ,データを取得する位置における

各断面の蛍光画像を取込み,これらの基準画像に基づ

き,流れ場の蛍光画像を補正する.

本計測系の時間分解能はCCDカメラのデータ取得速

度で制限されl/30sである.しかし,本実験ではよど

み圧を大気圧としているため流れ場の圧力が高く,節

突失括速度が速くなり,蛍光強度が低い.このため,

1/30Sの間に取得した蛍光画像は光子統計による雑音の

影響を受ける.そこで,本実験では各断面位置で10枚

の画像を連続して取得し,これらを平均した.この方

法により,雑音の影響が少ない滑らかな画像が得られ

m

本計測系の空間分解能であるが,レーザーシート面

に垂直方向の分解能はシートの厚さで決定され,

0.5mm以下である.画像断面(シート面)の空間分解能

は,幾何学的考察によれば,画像の1ピクセルが0.09×

0.09mmに対応する.しかし,画像断面の総合的な空

間分解能は,結像系,イメージインテンシファイア,

CCDカメラおよび画像処理装置の特性に依存する.そ

こで, McMillinら【9】と同様の方法でナイフエッジを使

用した実験的検討を行なった.その結果,ナイフエッ

ジの像はほぼ4ピクセルの間に記録されており,画像の

1ピクセルが物理空間の0.36×0.36mmに対応している

ことがわかった.

5.2　実験装置と実験方法

本装置は,間欠吸込式の超音速風洞で,作動気体は

窒素(水分含有率5ppm以下)である. Fig.5の弁(12)を閉

じた状態でタンク内部を真空ポンプでIOkPa以下まで

排気しておく.弁を開くとバルーン内の窒素がヨウ素

セル(8)(常温)に流入する.セル内でヨウ素は蒸気圧に

応じて昇華し,作動気体に混入する.このようにして

得られた微量のヨウ素を含む作動気体は,よどみ室但)

に流入した後,ノズルにより加速され測定部に流入す

る.測定部内の衝撃波の位置は弁(12)の開度を変化さ

せることにより調節可能となっている.本風洞の持続

時間はタンクの圧力上昇により制限され,本装置では

約40秒である.

6　結果および考察

本計測では流れの温度分布が得られるが,流れの状

態変化は断熱的であると仮定し,温度分布からマッハ

数分布を求めた　y-l-5mmにおけるx-Z平面のマッ

ハ数分布をFlg.6CaMe)に示す.また,数値解析によっ

て得られたy-l-5mmにおけるマッハ数分布をFig.7

(a)-(e)に示す. Fig.6, 7のいずれにおいても等高線の

間隔は0.1である.

底壁面に近いFig.6(a)のy-lmmでは,マッハ数は角

形の分布をしている.数値解析結果Fig.70a)においても

マッハ数はほぼ同様の分布を示しているが,側壁面上

の境界層が,実験結果に比べて若干厚くなっている.

このような違いについては,乱流モデルによるところ

が大きいと考えられる.

y-5mmのFig.6(e)では, jc -6-7mmに等高線が密

の額域がみられ,その下流においてマッハ数が1より小

さい嶺域が存在する.これは,垂直衝撃波が定在して

いることを示す.一般に流れの中に垂直衝撃波が定在

すると,衝撃波を通過した流れは超音速から亜音速に

減速される.亜音速まで減速した流れは境界層の排除

効果により加速され再びマッハ数が1より大きい流れと

なる.このような流れは数値解析結果Fig.7(e)でもみら

れており,実験結果と数値解析結果は良い一致を示し

ている.実験結果において,先頭衝撃波による減速が,
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Fig.6 Mach number contour on the Jーz plane (LIF)
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Fig.8 Mach number contour on the y-z plane behind the shock wave

数値解析に比べて緩やかなのは,衝撃波は流れ方向に

振動しており, Fig.6の実験結果は時間平均のマッハ数

分布だからである.

Fig.6, 7の各断面において,実験結果と数値解析総

菜は定量的な違いが若干みられるが,全体的に良く一

致しており,本数値解析結果は流れの性質を良く衰し

ているといえる.

x=12mmのy-Z平面におけるマッハ数分布をFig.8

(b)に示す. Fig.8(a)にはj=5mmのx-Z平面における

マッハ数分布にx-12mmの位置を示す実線が描かれて

いる.この図より∬=12mmは先頭衝撃波のすぐ下流の

位置であることがわかる.また,数値解析によって得

られた衝撃波すぐ下流のy-Z平面におけるマッハ数分

布をFig.8(d)に示す.断面の位置はFig.8(c)のx -Z平面

上のマッハ数分布に実線で示されている.等高線の間

隔はFlg.8(b), (d)いずれにおいても0.1である. Fig.8

恥)より側壁と底壁が交わる付近の額域,すなわち,コー

ナー部にマッハ数の高い億域が存在していることがわ

かる.また,底壁面上の境界層厚さに着目すると, Z-

5-15mmにおける境界層はコーナー部の境界層に比べ

て厚くなっている.他の壁面上の境界層も同様の状態

となっている.このような測定結果でみられる現象は

数値解析結果Fig.8(d)でもとらえられおり,本数億解析

緒巣は流れの状態を良く表しているといえる.

衝撃波下流のコーナー部でマッハ数が高くなる理由

を説明するた軌　コーナー部における衝撃波構造に着

目した.数億解析で得られた衝撃波付近を拡大したズー

y平面におけるマッハ数分布をFig.9(b)-(g)に示す.

また, Fig.9(a)にx-Z平面におけるマッハ数分布を示

し, Fig.9(b)-(f)の断面の位置を実線で示してある.

マッハ数1.25の等高線に着E]すると, Fig.9(b)-(e)で

はえ型衝撃波の前肢と後肢の間にマッハ数1.25の等高

線があるのに対して, Fig.9(f), (g)では後肢衝撃波上

にある.これは,衝撃波がコーナー部において複雑な

構造であることを示している. Fig.9(f), (g)は流れを

二次元とした場合に一般的にみられる人形衝撃波であ

り,前肢と後肢衝撃故により流れは二段階的に減速さ

れる.一方, Fig.9(b)-(e)では,底壁面上の人形衝撃

波の前肢と後肢の間に側壁面上の人形衝撃波の前肢に

相当する波が介在し,流れは三段階的に減速される.

また,境界層厚さに着目すると,底壁画上と側壁面上

の人形衝撃波が互いに干渉しているFIg.9(b)-(e)の衝

撃波足下の境界層は,二次元的な人形衝撃波がみられ

るFig.9(f), (g)に比較して薄いことがわかる.

以上の結果をもとにFig.10に示すような流れ場の模

式図を構築した.底壁面上および側壁面上の人形衝撃
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Rg.9 Mach number contour on theズーy plane

波がコーナー部で干渉する.その簿果,側壁から離れ

た平面Aでは一般的にみられる人形の衝撃波となるが,

側壁に近い平面Bでは衝撃波は図に示されるような複雑

な構造となる.平面AとBについて,衝撃波の分枝した

億域を通過した流れのマッハ数を,衝撃波下流の圧力

はダクト断面で一様とし,斜め衝撃牧の関係式を用い

て計算したところ,平面Bの分枝衝撃波を通過する流れ

のマッハ数の方が高くなった.また,後肢衝撃波を通

過するときの圧力比が,平面Aのほうが平面Bに比べて

大きくなった.すなわち,後肢衝撃波による流れの逆

圧力こう配が側壁から離れた平面Aの方が大きくなり,

その結果衝撃波足下の境界層は厚くなる.これは,実

験結果および数値解析結果と良く一致する.したがっ

boundary layer

Fig. 10 Structure of the shock wave at the duct comer

て,実験や数値解析で示される流れの複雑な三次元性

は,隣接する壁画上の入型衝撃波が互いに干渉するた

めと考えられる.

7　結論

一定断面積の矩形ダクト内における垂直衝撃波/境

界層干渉流れの三次元構造を明らかにするため,ナビ

エーストークス方程式を基礎方程式とした数値解析を行

ない,その結果をレーザー誘起蛍光法による測定鰭束

と比較した.その結果,流れは極めて強い三次元性を

示すことがわかった.これは,隣り合う蘭から発生し

た入型衝撃波が互いに干渉することにより,先頭衝撃

波はコーナー部で複雑な構造となるためである.本研

究ではこのコーナー部の衝撃波構造をモデル化し,疏

れを定性的に説明できた.
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要旨　内積計算は,科学技術計算,特に大規模連立1次方程式の解を求める上で重要な演算の一つで

ある.しかしながら,内積計算をうまくやらないと,例えば共役勾配法のような反復法の収束過程に

おいて収束の停滞や停止に遭遇することがある.これらは基本演算の丸め誤差の蓄積に起因するとこ

ろが大きい.そこで,本研究では,補償付きアルゴリズムを使って内積計算に伴う数値誤差を減らし

たGP(一般横型) BiCG法の収束性を評価し,これらの問題点の解決や収束性の改善を図る.いくつ

かの数値実験を通して本方法の改善効果を検証する.

Abstract Inner product evaluation is one of an underlying factor for solving large scaled non-

symmetric system of linear equations. The bad remedy for inner product, however, sometimes

experiences stagnation and breakdown in the iterative process such as Conjugate Gradient like

method. An accumulation of round-off errors may hinder or preclude convergence. In this par

per, we present the compensated GPBiCG method by means of compensated algorithm which

substantially mitigates the problem of stagnation and breakdown. Numerical comparisons of the

compensated GPBiCG method md the original one are given.

1　はじめに

1.1積和(内棟)計算

科学技術計算の分野では次のような計算がよく出て

くる。ここで、 0-iMはデータでNはその個数とする。

Ⅳ

S - Jlaihi　　　(1.1)
t=l

一般に、上のような計算は穣和計算と呼ばれる。すな

わち、 S - ai&i+a2&2+*・・H-ojv"6jv"という二つのデー

タの積の和を求めることを意味する。また、ベクトル

a,bに対する内積(a,b)の定義と同じであるため内

接計算とも呼ばれる。積和を求めるプログラム(左は

Fortran90形式、右はC言語形式)を示す。

S=0.0 s=0.0;

DO K=1,N for (i=O; iくN; i++){

S=S+A(I)*B(I)　　　s+=a[i] *b[i] ;

END DO

2　内積計算の使用事例

次の連立1次方程式を反復解法で解くことを考える。

Ax - b.　　　　　　(2.1)

ここで、係数行列Aは非対称疎行列で大きさはnxn

とする。 bとa;はn次元の右辺ベクトルと解ベクトル

する。一般に、このような連立1次方程式は大規模に

なればなるほど計算時間あるいは必要なメモリー容量

の観点から反復解法で解かれることが多い。行列Aが

対称正定借行列の場合は、適当な前処理を係数行列に

施した後、共役勾配(Conjugate Gradient)法を適用す

るのが最も効率的である。しかしながら、行列が非対

称の場合には、反復解法の選択により効率も大きく変

わりその選択は重要な鍵である。クリロフ(Krylov)部
分空間法はその中でも有力な反復解法の一つとされる。

この部分空間法に属する反復解法には、 BiCG法囲、

CGS法[14]、 BiCGSTAB法[15]、 BiCGSTAB2法

[4]、 BiCGSTAB(^)法[13]、 GPBiCG [16]法などの解
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法がある囲。これらの解法は各々特徴ある性質を有
している。例えば、 BiCGSTAB法は、 BiCG法の残差

ベクトルとそれを加速する1次のMR(Minimal Resid-

ual)多項式との積を構成し残差を2ノルムに関して最
小化するという、解法の高速性と安定化を実現した独

自の解法である。その後、 BiCGSTAB法流の考えを

受け継ぐ,例えば、 BiCGSTAB2法やBiCGSTAB(」)
法など有力な反復解法が続々と現れた。

一方、 Lanczos原理に基づく一般化横型反復法の理

論の構築から誕生したのが一般積型のBiCG法、すな

わちGPBiCG法と呼ばれる解法である開国。 CG
法系統のアルゴリズムでは一般に二つのパラメータ:

αk,βkが必要となるが　GPBiCG法ではさらにパラ

メータが二つek,恥必要になる。このため、反復第k

ステップにおける残差ノルム‖ffcllsの最小化から二つ

のパラメータ:Cfc)Vkを決定するために、 2×2の逆
行列の計算を行う必要が生じ、結果として内積演算が

増加することになった。総和計算や積和計算では, 〟

個のデータaiの総和計算: S-∑i=laiをするとき``
情報落ち"という現象が現れ、求まった総和Sの値の

精度が著しく低下することがある。そして、総和計算

に対して欠落した情報を補償するKahanの補償アル

ゴリズムが有効であることがよく知られている間【5]

囲[8]。
そこで、本論文では、第3章で総和計算に対する

Kahanの補償アルゴリズムを、 N個のデータai,biに

対する積和計算: S=∑tiatbiに応用し、その有効
性を精度および計算時間の両面から検証する。次に、

第4章でこの補償アルゴリズムをGPBiCG法のアル

ゴリズム中に現れる内積計算に応用し、補償付き内積

計算を使用したGPBiCG法の収束性や有用性につい

て検証する。終りに第5章で簡単なまとめを行う。

3　補償付き総和計算と積和計算

積和計算S - di&i+<22&2+'-+o^bjv - ∑tlOifai

に対する通常の計算法(以下、この方法を"定義通り''

の穏和計算と呼ぶことにする)によるプログラムの一

例をFig.1(a))に、同じく補償付きアルゴリズムを採

用したときの積和計算(以下、 "補償付き'の積和計算

と呼ぶ)のプログラムの一例をFig.1(b)に示す。
補償付き積和計算における補償過程の仕組みと

Fig.1(b)中の[2L]行と[3IJ]行との対応関係をFig.2

に示す。ここで、 Yの上位桁をYh、下位の桁をYeで

表すことにする。この図は、 ISL≧lYLと仮定すると、
S+Yの加算において浮動小数演算の結果失われたY

S=0.0

DDエ=1,N

S=S+A(I)*B(I)

END DO

S=A(1)*B(1)

C=0.0

DO l=2,N

[1L]　Y=A(I)*B(I)-C

[2L]　T=S十Y

[3Lコ　C=(T-S)-Y

[4Lコ　S=T

END DO

(a)通常の内積計算　　(b)補償付き内積計算

図1: Two evaluation methods for the inner-product.

の下位の桁の情報-Yeが一時的変数Cに入り、その

符号を変えたものが次のステップの計算でSに加えら

れ精度が補償されるという仕組みを示している。

eyhはYの上位の桁, YeはYの下位の桁を表す

[2L]のS+Yに対応l E;　l

Yeの情報の欠落:　　　+

I T　　|

[3L]の(T-S)に対応I T　　|

-I S I

Yhの抽出

[3L】の(-Y)に対応

-yeの抽出およびCへの収馳　[;司-C

図2: Mechanism of evaluation for the compensated

inner-product.

3.1　補償付き積和計算に対するテスト問題

ここでは、 Fig.3に示す五つの問題回に対して通常
の穏和計算および補償付き積和計算の絶対誤差と計算

時間の比較を行った。ただし、すべての問題で項数Ⅳ

は200万項と一定の値にした.

・問題(3.2),同(3.3),同(3.5)ではx-0.5,

・問題(3.2)ではα-0.95,
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・問題(3.3)では芯の値を区間(0, tt/2)において等
間隔に128分割した点の値を使用.

・問題(3.5)では二つの穏和計算を別々に計算.

真言×前
1

,t-1

1+al-lxl+alx

〟

∑sini訂sin(i + 2)x
t=l

〟
⊥

≡ポ司×荊
」Ⅴ

∑cos(2i- I)zsin2zz +
t=l

1　　　　1

Ⅳ

〟+1
(3.1)

読(孟一品)
(3.2)

芸cos2x -
cos(N + Zjxsin Nx

2 sin re

表1: A sped丘cation of Compaq GS320 and Fujitsu

GP7000F/900.

は其の値と異なる部分を意味し,そのときの誤差も示

す.また,括弧の中の数字は内積計算を定義通りに実

(3.3)行したときの時間を1としたときの各演算方法の時間
の比率を表す.

芸-云(-元1

+1)(癖if'4'

〟
∑cos(2i+1)zsinlix

l=1
sin2(iV+l)a;sin2iVa;

2smx

(3-5)

図3: Test problems for evaluation method of the

inner-product.

3.2　補償付き積和計算に対する数値実験

数値実験は九州大学情報基盤センターに設置され

た2種類の計算機Compaq GS320およびFujitsu

GP7000F/900上で行った。計算機の主な仕様をTable

lに示す。計算にはIPE(Processing Element)のみを

使用した。使用言語はFortran90とし、コンパイルは

各々f90コマンドおよび丘tコマンドで行った。最適

化オプションは、計算順序の変更による副作用(誤差

の増減)の影響を完全に除去するために今回は使用し

なかった。計算はすべて倍精度演算で行った。倍精度

演算での計算機イブシロンはおよそ2.22 × 10-16で

ある。

Table 2に、計算機GS-320を使用したときの5つの

問題に対する計算結果を示す。同様に、 Table 3に、計

算機GP7000F/900を使用したときの同計算結果を示

す。時間の単位はすべてミリ秒である。また、 Table2

とTable3の"Computation　の欄の下線を付けた数字

● "補償" :補償付き穏和計算の結果。

● "定義" :定義通りの積和計算の結果。

・ "S補償":計算順序の依存性を調べるために、計算

順序乱数を発生させ計算順序を入れ換えた(Shaf一

鮎)ときの補償付き穏和計算の結果。

● "S-D" :同じくシャッフルさせて順番だけを変え

た定義通りの積和計算の結果。

(C)"S一補償"と(d)"S-D"の場合は、配列の番地の

指定で間接アドレッシングを使用するので計算時

間が余計に必要になる。また、シャッフルは一様

乱数を発生させてそれを元に配列の順番を入れ換

えた。

・Table 3の中の"Lib.(Libraryの略)" :システムに
あらかじめ用意されていた穏和計算用の数学関数

ライブラリー(サブルーチン名: DSUM)を使用

したときの結果。

Table 2およびTable 3の結果から以下の4つのこと

がわかる。

1.どの問題でも補償付き穏和計算の方が定義通りに

穏和計算を行うよりも誤差が少ない。

2.計算時間は、補償付き穏和計算の方がGS320で

は21% - 28%、 GP7000F/900では約30%ほど

余計にかかる。

3.問題(3-1)においてデータをシャッフルした場合
でも、補償付き積和計算の方が誤差が少ない。
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4. GP7000F/900上のライブラリーを使用すると、

定義通りに積和計算を行うときよりも誤差が1/2

- 1/4程度に減少する。しかし、補償付き積和計

算を行う方が誤差が少ない。

表2: Computations, errors, CPU time (in millisec-

onds) and ratios of several evaluation methods for

inner-product of two millions data on GS320.

表3: Computations, errors, CPU time (in millisec-

onds) and ratios of several evaluation methods for

inner-product of two millions data on GP7000F/900.

Fig.4に、 3;の値として区間(0, tt/2)を等間隔に128

分割した点で問題(3.3)の計算をしたときの2通りの

方法:定義通り(図中に破線で示す)、補償付き(図中

に実線で示す)による穏和計算の絶対誤差をプロット
したものを示す。補償付きの場合、グラフの下方にス

ケールアウトしたときの誤差は厳密に0であったこと

を付記する。さらに、同様の条件で、三つの方法:定

義通り(De丘nition)、補償付き(Compensated)、ライ

ブラリー(DSUM)で積和計算をしたときの各方法の

誤差の単純平均値をTable 4に示す。これらの図や表

の結果から、 £の値にかかわらず、補償付きで穏和計

算を行う方が大幅に誤差が少ないことがわかった。

表4: Average errors of three evaluation methods for

problem (3.3) at 128 sample points of x denned in

(0, tt/2).

1e-05

1 e-06

1e-07

-1e-08

E
Lu

1 e-09

1e・10

1e-1 1

0.2　　0.4　　0.6　　0.8
X

1.2　　1.4

図4: Plots of errors of two evaluation methods for

s - ∑慧oooo sinissin(2 + 2)x at 128 sample points
ofx defined in (0,汀/2).

4　補償付き内積計算のGPBiCG法へ

の応用

ここでは、前章で扱った補償付き積和計算をGP-

BiCG法のアルゴリズムの中の内積計算に応用し、補

償付き(Compensated)内積計算を使ったGPBiCG法

(以下では、 C-GPBiCG法と呼ぶことにする)の収束
性について調べる。
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4.1　反復法GPBiCG法について

一般化積型反復解法のGPBiCG法のアルゴリズム

は以下のようにまとめられる[161。

GPBiCG法のアルゴリズム;

Let a;o be an initial guess,

and put ro - b-Axq.

Sett_i -w_i=--O, β_i -0.

For k-0,1,..., do:

begin

pk - rk +βk-1{pk-l - Wfc-i),

vk -*fc-l -rk - αfclOfc-1 +αkApk,

tk -rk -αkApk,

uk - Ck-A-pk +恥(tfc-i - rk +/3k-iuk-I.

zk - ekVk +恥Zk_1 -αkUk,

Xk+l = Xk+αkPk+zk,

ffc+1 -tk -恥yk -CkAtk,

wk - Atk +βkApk

end.

ここで、収束過程におけるパラメータαkとPkは

・k-譜宏了, βk-箸・尊辞と与えられる。
GPBiCG法では、さらに二つのパラメータが必要であ

り、それらは残差ノルムIhfc+ilh HItfc-恥yk-(kAtk¥¥2

の最小化から決定される。すなわち、

Hr*+i||≡　-　¥¥tk一恥yk-CkAtk¥¥芸

- (tk,tk) +r]l(yk,yk)+Q(Atk,Atkト

2(恥(tfciVk) + Ck(yk,Atk) - %&(yfc,Atk)}

(4.1)

と表されろので、 Cfcj Vkに関して偏微分しそれらの値
を0とおくと、次の二つの式が得られる。

(Atk,Atk){k+(yk,Atk)恥　- (tk,Atk), (4.2)

(!/fc|4*fc)Ek+iv^vk)恥　- (tk,yk). (4.3)

これら二つの式から、パラメータekとrlkは以下の

ように求められる。

Ck　-

Ik　=

(yfcサVfc)(*fci ^**) - (土k, Vk)(vk, Atk)

(Atk,Atk)(yk,yk) - (yk,Atk)(yk, Atk)

(Atk,Atた)(tk,Vk) - (vk>Atk)(tk,Atk)

(Atk,Atk)(yk,yk) - (yk,Atk)(yk, Atk)

,4.4)

:4.5)

ただし、 k-0のとき、 ck-て砦為,恥-0とする。
この二つのパラメータCkと恥を決定するために、五

つの内積計算: (vk,Vfc)> (Atk,**)> (yfci土fc), (Atk,At九),

(Atk.Vfc)を求める必要がある。このため、 GPBiCG
法では内積計算をより正確に行うことが非常に重要で

ある。ここで、補償付き内積演算を適用したのは、二

つのパラメータCfc> Vkを求めるた糾こ必要な5個の内

積演算のみとした。すなわち、元のCG法のパラメー

タαk,βkの計算で必要な内積演算については定義通
′

りに内積演算を行った。テストに使った二つの問題の

出典は文献国と文献閏である。

4.2　問題1

ここでは、次の実数Toeplitz行列に対して元のGP-

BiCG法と補償付内積演算を使ったC-GPBiCG法の収

束性を調べた[4]。行列の次元数Nは(a)16384(-1282)

と(b)262144(-5122)の2ケースである。また、係数

行列に前処理は何も施していない。

A:= 1　　2　　・
i
-
h
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O

t
-
i
　
(
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O
　
　
?
-

r
-
1
　
<
N
 
O
 
t
-

2

　

0

　

7

連立1次方程式の右辺項は解ベクトルが全て1にな

るように定めた。また、パラメータ7の債は(a)1.50か

ら1.70まで、 (b)1.50から1.65まで変化させ二つの反

復法の収束性を調べた　Table 5にケース(a)N-1282

のとき、 Table 6にケース(b)N-5122のときの、収

束までの反復回数とGS320上でのCPU時間(単位:

秒)を上段に表す。また,下段の数字は反復1回あた

りのCPU時間(単位:ミリ秒)とGPBiCG法の時間
を1.0としたときのC-GPBiCG法の時間の比率であ

る.収束判定条件は相対残差2ノルム=rk‖2/‖rollsが
10-12以下のときとした。解ベクトルの初期値はすべ

て0、最大反復回数は500回とした。表中のIter.(反復

回数)の欄の"∞"印は最大反復回数までの繰り返しで
も収束しなかったことを表す。また,表中の"GP"は

GPBiCG法を表し, "C-GP"とは補償付き内積演算を

使ったC-GPBiCG法を表す.また, "It."は反復回数

を"T"は時間を表す.
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これらの2つの表から、

1.この間題ではパラメータ7の値をだんだん大き

くするといずれの反復法も解きにくくなり収束ま

で時間がかかること、

2.元のGPBiCG法に比べて補償付きのC-GPBiCG

法の方がより大きなryの値まで、すなわちより

解きにくい問題まで安定に解けること,

3.補償付きのC-GPBiCG法は反復1回当たりの計

算時間が増えているので,収束までの計算時間は

元のGPBiCG法に比べて必ずしも減少していな

いこと

などがわかる。

表5: The number of iterations, total CPU time for

convergence (in seconds), CPU time per one itera-

tion (in mikki-sec.) and ratios of GPBiCG and C-

GPBiCG methods in case of (a)N-1282 on GS320.

Fig.5に(a)N-1282の場合、 7-1.70のときのGP-

BiCG法とC-GPBiCG法の収束の履歴を示す。同様

に、 Fig.6に(b)N-5122の場合、 7-1.62のとき、 Fig.7

に7-1.65のときのGPBiCG法とC-GPBiCG法の収

束の履歴を示す。いずれの図も水平方向は反復回数、

垂直方向は相対残差2ノルム(常用対数目盛)とする。
図から以下のことが観察される.

1. Fig.5では、元のGPBiCG法の残差が10-　まで

しか残差が減少しないこと,またその後は発散に

向かったこと,これに対して、 C-GPBiCG法の残

差は要求精度の10-12まで収束速度を落さず減少

し収束したこと、

表6: The number of iterations, total CPU time for

convergence (in sec), CPU time per one iteration (in

milli-sec.) and ratios of GPBiCG and C-GPBiCG

methods in case of (b)N-5122 on GS320.

2. Fig.6では、元のGPBiCG法では残差が10~10ま

で小さくなると停滞を始め収束速度が鈍るのに対

して, C-GPBiCG法は停滞による収束の遅れも

ほとんどなく収束したこと、

3. Fig.7でも、 Fig.5と同様に、 GPBiCG法の残差は

10-10までしか減少せずその後は発散したこと。

一方、 C-GPBiCG法の残差は10-12に達し正常

に収束したこと、

4.いずれの場合も丸め誤差の影響が非常に大きい

こと.

N=1 6384, Qamnia=1.70
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図　5: Convergence history of GPBiCG and C-

GPBiCG methods for 7-1.70 in case of (a)N-1282.
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4.3　問題2

2次元領域[0,1] × [0,1]で全周Diri血let境界条件

を課した以下の偏微分方程式閏に対して、通常の2
次精度5点差分で離散近似し、得られた連立1次方

程式を二つの反復解法(元のGPBiCG法と補償付き

C-GPBiCG法)で解いた。ここで、 βは定数とする。

1l>xx "Uyy　十D (y 一芸)ux+(x- 3Xs-3K}
-43汀蝣u - G(x,y)

右辺の関数G(x,y)は解が全てu(x,y) - 1+xyに

なるように定めた。格子点数は1282=16384とし、格

子幅h(=了至缶)は縦横軸方向ともに一定とした。前
処理なしの場合とフィルインを考慮しないILU(O)分

解を前処理として使用した場合の2ケースについて反

復法の収束性を調べた。反復計算の初期値は全て0、収

束判定条件は相対残差2ノルムIMIs/‖rollsが10-12

以下とした。

Table 7に前処理なしの場合、 Table 8とTable 9に

ILU(O)分解の場合の収束までの反復回数と同CPU時

間(単位:秒)を各行の上段に示す。下段の数字は反復

1回当たりのCPU時間(単位:ミリ秒)とGPBiCG

法の時間を1としたときの比率である.ただし、 Table

8とTable 9の違いは使用した計算機が前者がGS320

そして後者がGP7000F/900だけである。また、 Table
7のときの最大反復回数は5万回とした。また、表中

の"oo"印は最大反復回数まで反復を繰り返しても収

束しなかったことを表す。これらの表から、

1. Table 7から、 Dhの億が大きくなると収束まで

の反復回数が急激に増大し、収束しないこともあ

ること、一方、 Table8やTable9に示すように

前処理(ILU(O)分解)を係数行列に行うと、

2.収束までの反復回数はいずれも大幅に減少する。

3.しかし、 Dh=2-2~2-のときは解きにくく反

復回数がまだ多いことがわかる。さらに、

4.補償付きのC-GPBiCG法は元のGPBiCG法に

比べて反復回数をかなり割合で減少させる効果が

あるが,実際の計算時間の面では、 GS320上では

時間短縮の効果が少ないが、 GP7000F/900上で
はかなりの効果がある

ことがわかった。

Fig. 8にDh-2~1のときの前処理なしのGPBiCG

法と前処理なしのC-GPBiCG法の収束の履歴を示す。
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表7: The number of iterations, total CPU time for

convergence (in seconds), CPU time per one itera-

tion (in mille-sec.) and ratios of nonpreconditioning

表8: The number of iterations, total CPU time for

convergence (in sec), CPU time per one iteration

(in milli-sec.) and ratios of ILU(O)-GPBiCG and

ILU(O)-C-GPBiCG methods on GS320.

表9: The number of iterations, total CPU time for

convergence (in sec), CPU time per one iteration

in milli-sec.) and ratios of ILU(O)-GPBiCG and

ILU(O)-C-GPBiCG methods on GP7000F/900.

プロットは反復20回おきに行った。Fig.9にDh-2-0-2
のときのILU(O)-GPBiCG法、ILU(O)-C-GPBiCG法

の収束の履歴を示す。プロットは反復5回おきに行っ

た。いずれの場合も、

1.収束過程の前半では両反復解法ともに残差が停滞

する様相を示すが、

2.収束過程の後半になると収束性に大きな開きが出

て補償付きC-GPBiCG法の方が元のGPBiCG法

に比べて収束性がよいこと

がわかる.これらの収束性の違いが内積演算の方法の

違いだけで現れたことが特徴的である.しかしながら,

補償付き内積計算を行なうと,

1.反復1回当たりGS320では約30%,GP7000Fで

桔約10%余分に計算時間を必要とすること,

2.また,例えば,表9のか九-2"1のときの結果が示

すように,元のGPBiCG法の反復回数に比べて

C-GPBiCG法の反復回数が逆に増加したこと,

などの問題点もいくつかあることも判明した.特に,2

つ目の問題点は単に内積計算の高精度化を図る補償演

算だけでは解決し得ない反復解法自体の本質とも考え

られるので,別の解析手段やさらに慎重な考察や洞察

が必要と思われる.これらは今後の課題としたい.
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5　おわりに

内積計算に対する補償付き演算の精度と時間につ

いて検証した。さらに,補償付き内積演算を組み込ん

だC-GPBiCG法の収束性を調べた。その結果、元の

GPBiCG法では残差の停滞や発散などが見られた場

合でも補償付きC-GPBiCG法は収束しその有効性が

示された。
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要旨　有限要素解析などにおいて生ずるランダム・スパースな係数行列を持つ連立一次方程式に対

するブラックボックス的な並列化ICCG法について述べる.従来よく用いられるブロックICCG法

(Localized ICCG法)に加えて,ソルバの中でリオーダリング処理を自動的に行う手法について述べ

る.約100万自由度の電磁界有限要素解析を例にとり,多色順序付け法を非構造型解析に応用した代

数学的多色順序付け法により高い速度向上が得られることを示す.

Abstract The present paper discusses a black-box type parallel ICCG solver for a linear system

of equations with a random sparse coe丘cient matrix, which arises in finite element analyses. The

algebraic multi-color ordering method is mainly discussed. The method achieves a high speed-up

ratio on a electromagnetic丘eld analysis with one m皿on degrees of freedom.

1　はじめに

偏微分方程式の境界値問題を有限要素法や差分法

で解く際に生ずる正値対称な係数行列を持つ連立一

次方程式の一般的な解法としてICCG (Incomplete

Cholesky Conjugate Gradient)法ll]がある. ICCG
法は,共役勾配ソルバと不完全コレスキー分解に基づ

いた前処理部により構成される.このうち,共役勾配

ソルバ部分については,係数行列や残差ベクトルを行

方向に分割することで容易に並列化することができる.

一方,不完全コレスキー分解と前処理として行われる

代入計算は,逐次型計算であるためにその並列化が困

難である.なかでも,代入計算は反復の度に実行され

るので,全体の計算コストに対する影響が大きく,そ

の並列化は課題である.これまでにも,代入計算を含

むICCG法の並列化に関して様々な研究[21がなされ
ている.本稿では,これらの並列化手法のうち,有限要

素解析などにおいて生ずるランダム・スパースな係数

行列に対するブラックボックスソルバ的な手法につい

て述べる.

実アプリケーションにおける並列化ICCGソルバ

の代表的なものとして,ブロックICCG法(Localize

ICCG)がある.本手法は,係数行列を各プロセッサに

ブロック分割し,不完全コレスキー分解時にプロセッ

サにまたがる要素を無視する手法である.このこと

により,不完全分解,代入計算ともに並列処理が可能

となる.同手法は,分散メモリ型並列計算機に適合し

た方法であるが,共有メモリ型並列計算機にも実装が

可能で,実装方法も容易であり,広く用いられている・

しかしながら同手法はプロセッサ数が増加するに従っ

て前処理において無視される係数行列内の要素が増加

し,前処理の効果が薄れるという問題点がある.例え

ば,電磁界有限要素解析を対象とした著者らの数値実

験においても,本現象が確認されているl3】・そこで,
前処理効果の低下を補償する手法として,ブロック間

のオーバーラップを用いる手法がある.このオーバー

ラップを用いる手法は,非対称係数行列用のGMRES

法のnU前処理において効果的であるという報告がさ

れている[4].またICCG法においてもその効果は確

認され, Overlapped localized ICCG法と呼ばれてい
る.しかし,どの程度オーバーラップさせればよいかな

ど,対象とする問題に依存する部分がある.また,オー

バーラップさせることにより前処理効果がかえって低

下する例も報告されており,現状では問題点もある.
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上記のブロックICCG法による数値実験結果を踏ま

え,著者らはソルバ内で自動的にリナンバリング処理

を行うブラックボックス型並列化ICCGソルバ(リナ

ンバリング処理付き並列化ICCG法)を提案した[3】.
同手法では,係数行列は自動的に並列処理に適した形

にリナンバリングされる.但し,リナンバリングの種

類に応じて,演算の順序をかえることにより対応する

場合,明示的に行う場合に分かれ,後者の場合,メモリ

に関して元の係数行列を保持するか否かの二種類にさ

らに分かれる.本手法の場合,前処理行列の構築にお

いて無視される行列要素がないため,ブロックICCG

法よりも高い前処理効果が期待される.

本稿では,リナンバリング処理付き並列化ICCG法

の並列処理向きオーダリングとして,二種類のオーダ

リングを紹介する.

一つ目はバンド行列に対する並列化オーダリングで

ある・ Np台のプロセッサに対して,係数行列をNp個

の内部額城とNp- 1個のインターフェース領域に分
ける.インターフェース領域の行数はバンド幅と同じ

とする.インターフェース領域を内部額域の後に順序

づけすると,各領域で代入計算は並列に行うことがで

きる.このリオーダリング処理は明示的に行う必要

はなく,元の係数行列に対する不完全コレスキー分解,

代入計算の計劉原序を変更することで行うことができ

る.本手法は,プロセッサ数が少数の場合(およそ8

プロセッサ以下)の場合に有効である.それ以上のプ

ロセッサでは,通常内部額域が十分にとれなくなった

り,収束性の低下を招いたりする場合が多い.

そこで,二つ目のオーダリングとして,プロセッサ

数が多い場合に有効な代数学的多色順序付け法を提案

している[5].従来,並列処理向きオーダリングの研究
は主として差分格子を対象として行われているが,そ

の過程において並列度と前処理効果のトレードオフが

発見されている[6】.即ち,多くのプロセッサが使用可
能な(並列度が高い)オーダリングほど,不完全コレ

スキー分解前処理の効果が小さくなる.そこで,土肥

らは並列オーダリングの収束性を定量的に評価するた

めにオーダリンググラフを利用することを提案し,高

い前処理効果と並列度を同時に実現する大きな色数に

よる多色順序付けを提案した閏酢代数学的多色順序
付けは,この多色順序付けをブラックボックス的に行

う手法で,非構造型の解析-の実装を可能にするもの

である.従って、通用範囲はバンド行列に限定されず、

一般のランダム・スパース行列に適用できる。このよ

うな,多色順序付け法の特性を非構造型の解析に導入

する手法としては,他に未知数のIndependent Setに

基づく手法がある[11] [12】.

本稿では,約100万自由度の有限要素解析を数値計

算例として用い,代数学的多色順序付け法の有効性に

ついて示す.

2　並列化ICCG法

本解析では,有限要素解析における正値対称な係数

行列を持つ連立一次方程式を対象とする.係数行列は,

ランダム・スパース行列とし,係数行列の非ゼロ要素

のみをメモリに格納する.

本稿では,全体マトリクスの次元数,バンド幅,使用

プロセッサ台数をそれぞれn, nb, Npで表記する・

2.1　前処理付き共役勾配法の並列化

前処理付き共役勾配法(PCG法)は正債対称な線形
システムの反復解法として最も一般的なソルバである.

PCG法は(i)前処理, (ii)内積計算, (Hi)行列・ベクト

ル積計算, (iv)ベクトルの更新の4つの部分から構成
され,これらは他の多くの反復解法も同様である.こ

のうち, (ii), (iii), (iv)の計算は係数行列や各種のベク
トルを行ブロックに分割することで並列化できる.一

方,前処理部の並列化は前処理の種類によってその困

難さは異なる.例えば,対角前処理(スケーリング)

ではプロセッサ間の通信は必要とされず,並列化に関

するトレードオフはない.しかし,逐次型の解析コー

ドで通常よく用いられるIC(不完全コレスキー)分解

前処理の場合,前処理部は逐次的な前進・後退代入計

算により構成され,その並列化は困難である.そこで,

次節以降でICCG法に伴う前進・後退代入計算の並列

化に関する手法について述べる.

2.2　ブロックICCG法

ICCG法に伴う前進・後退代入計算の並列化手法の

一つとして,ブロックICCG法(BICCG法)国があ

る. BICCG法の特徴は, IC分解においてプロセッサ

間にまたがる行列要素を無視することである.この場

合,前進・後退代入計算に用いられる分解行列,下三

角行列L,上三角行列LTは図1に示されるような形

となり,代入計算は各プロセッサで通信を伴うことな

く並列に行うことができる.

-56-



初:factorized entrieβ　^ :ignored antrieg

図1:ブロックICCG法による分解行列(3プロセッサ)

2・3リナンバリング処理付きICCG法[3]

前節で述べたBICCG法は,代入計算を通信なく並

列処理できるが,使用プロセッサ数が増えるにつれて

IC分解時に無視される行列要素が単調増加する問題

点がある.このことは,プロセッサ数が増加するに従

い,工C分解の近似度が下がり,前処理の効果が弱まる

ことを意味する.

そこで,著者らは分解中に行列要素を無視すること

なく代入計算を行う方法として,リナンバリング処理

付き並列化ICCG法(PICCG-RP捻)を提案している.
本手法は,ソルバ側で全体マトリクスを並列処理に適

した形状にリナンバリングして処理する手法である.

本手法はバンド係数行列を対象とするもので,まず,全

体マトリクスを図2(a)に示されるように,Np個のnin

行ブロック(ここでは内部領域部と呼ぶ)とATD-1個

のnわ行ブロック(ここではインターフェース部と呼

ぶ)に分割する.内部債域部の行数ninは次式で与え
られる.

nin - {n - (Np - 1)nb}/Np　　　(1)

ここで, i番目のプロセッサはi番目の内部領域部と

インターフェース部に関する行ブロックを担当する.

即ち,i番目のプロセッサは,全体マトリクスのうち

(nin+nb)(i- 1) + 1 - (nin+nb)i行を抱当する

(図2(a)参照).次に,リナンバリング処理により,図

2(b)のように,内部領域から先に番号がつけられるよ
うに変更する. i番目のプロセッサの担当行のうち,

(nin+rib)(i-1)+lからnini+nb(i-1)の行ブロッ

クは, mn(i-1)+1からriin%の行ブロックに移され,

rnni+rib(i-1)+1から{riin+rib)iの行ブロックは,

ninNp+nb(i- 1) +1からninNp+n¥,iの行ブロッ
クに移される.この処理を行なうことにより,全体マ

トリクスはdissection分割法により得られるような図

2(b)左に示される形状となる.
全体マトリクスが前述のような形に変換された後,

前進後退代入計算は以下のような手順で並列に実行さ

れる.前進代入計算では,まず内部額域部に関する処

理が各プロセッサで並列に行なわれる.次に, i番目の

プロセッサは隣接のi+1番目のプロセッサにnb個の

配列要素を送信する.次に,インターフェース部に関

する処理が各プロセッサで並列に行なわれる.後迫代

入計算では,まずインターフェース部に関する処理が

行なわれ,隣接のプロセッサ-の通信を経て,内部領

域部に関する処理が行なわれる.従って,並列化が困

難な代入計算を, nむ個の配列要素を隣接のプロセッサ
に送る通信を2度行なうだけで並列に処理できる.

本手法において,係数行列のリナンバリング処理に

必要な計算コストは,一回の行列・ベクトル積計算と

同程度であり,以降の繰り返し部分と比べて十分小さ

い.また,プログラミングを工夫することで,リナンバ

リング処理を明示的に行わず,演算順序を変更するこ

とにより等価な前処理を行うこともできる.

・n^-b-d width

interior part 1

int.rf▲ea part 1

intarior part 3

iat.rt▲e* pact 2

intarior part　3

(a) Before renumbering

intォrior part 1

interior part　2

interior part 3

1ntarffto* part 1

intarffcca part 3

(b) A£ter renumbering

図2:リナンバリング処理(3プロセッサ)

2.4　代数学的多色順序付け【5】

前節で述べた並列化リオ-ダリングは,バンド幅が

係数行列に対して十分に小さい場合に有効な手法であ

り,一般のランダム・スパース係数行列-の適用は困

難である.また,十分な収束性が得られる並列度には

限界があることも分かっている.そこで,本節では,

差分解析においてその高い有用性が示されている多色

順序づけを一般のランダム・スパース係数行列に拡張

する代数学的多色順序付け払(Algebraic Multi-Color

Ordering Method)について述べる・
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多色順序付け法では,互いにデータ依存関係のない

未知変数をまとめ,一つの色とみなす.色の順に未知

変数を並べ替えることにより,代入計算は各色ごとに

並列化される.代数学的多色順序付けの特徴は,係数

行列より得られる情報のみに基づいて,未知変数の色

づけを行うことにある.本手法の詳細を以下に示す.

手法の説明のため,以下の表記を導入する.解くべ

き連立一次方程式をAx = bとする.係数行列Aの狭

義下三角行列をLとし,そのi行の非ゼロ要素の列番

号をInzc(i,j) (j-l, - , lnz(i))とする.ここで,

lnz(i)はi行の非ゼロ要素数である.
まず,代数学的多色順序付けで用いる色数ncolorを

与える.ここで,色数としては,差分解析における結果

から30から100程度が適当である.但し,色数は色付

けの過程で自動的に増加される場合がある.未知変数

に順次色付けを行うが,このとき以下の条件をみたす

ようにする.

条件(MC: Multi-Color)一同色の未知変

数がデータ依存関係を持たない.

配列color(i) (i-l, *・・, n)により,未知変数iの色

を表すものとすると,各未知変数の色はFig. 3に示さ

れるプログラムで決められる.与えられた色数ncolor

に対して,一番目の未知変数より順次1からncolorま

での色を再帰的につけていく.このとき,上記の条件

(MOが満たされるように, i番目の未知変数の色づ

けは以下のように行う.ここで,直前に付けられた色

をicolor-1とする.

Step 1: lnzc(i, j)番目の未知変数の色を調べ,
icolorが付けられていなければicolorをi番目

の未知変数の色として色づけし, i+l番目の要素

に移る.そうでない場合, Step 2-.

・Step 2: icolorをmod(icolor, ncolor)+lに更新

し,Step lへ

この手順を全ての未知変数に対して行う.ここで,

lnzc(i, j) (j-l, - , lnz(i))の色として, 0から
ncolor - 1までの色が全て使用されていた場合には,

ncolorを1増加する.上記の手順では,色をStep 2に
おいてインクリメントしても新たな色がすでに割り当

てられている場合, Step lとStep2を数回繰り返すこ

とになる.そこで,各未知変数の割り当て時において,

Step lですでに使用されている色をメモリに保持し,
これと異なる色を割り当てる方法もある.この場合は

プログラムが若干複雑になるが,無駄な演算が除去で

きる.

全ての未知変数の色付けが終了したら,未知変数を

色の順にリオーダリングする.色の設定,係数行列や

右辺ベクトルのリオ-ダリングにかかる計算コストは,

およそ一回の行列・ベクトル積計算程度であり,反復

計算のコストに比べて通常はるかに小さい.

代数学的多色順序付けにおける代入計算は以下のよ

うに並列実行される. A丘=石をリオーダリングされ

た連立一次方程式とする.このとき,解ベクトル丘と

係数行列Aは
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のように色毎に分割される・ここで,云C(tc)はic番目

の色に対応し, C|,rは云o(Oと云C(m)の関係を表す・
未知変数の色が条件(MC)を満たすように決められ

たとき,小行列Cic,ic(ic - 1>-,ncolor)は対角行列
で与えられる(図4参照).従って,不完全分解行列は
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と書け, Dic(ic - 1,- ,ncolor)は対角行列である・

残差ベクトル声を用いて,前進代入計算を

Lを-テ　　　　　　　(7)

のように書くと, (4)より, ic色に対する前進代入計

算は

ic-1

vc(ic) - -Die (TC(ic) - ^ LicjsテC(k)), (8)
k=l
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ト一一一　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　一一一一

ncolor-some value　　　　! Set number of used colors

color(l:n)-0 Initialize the array color

icolor-1

do 1-1,A

j-'l

do while(j <- lnz(i))

if (color(lnzc(i.j))一一icolor) then

icolorサmod(icolor+l.ncolor)◆　! To next color

j■O

endif

J-J+l

enddo

color(i)-icolor　　　　　　　! Assignment of color

icolorサmod(icolor+l.ncolor)◆　　　　! To next color

enddo

1 -------------ll-I---I-------I---------ll-I-I----I------I

図3:代数学的色付け

図4:代数学的多色順序付けにおける係数行列　(3

色)

のように書ける・但しvc(k)およびテC{k)は,軌テのk

番目の色に対応した部分である・rc(k)(k- l,---,ic-
1)がすでに計算され,その結果を全てのプロセッサが

共有しているとすると,前進代入計算(8)は行列・ベ
クトル積で構成され,並列化できる.即ち,前進代入計

算は色毎に並列化できる.また,後退代入計算も同様

に並列化できる.図5に,代数学的多色順序付けによ

る並列化代入計算の手順を示す.一回の前進・後退代

入計算において　ncolor-1回の通信(同期)が必要

となる.本手法によって得られる並列度は,一色あた

りの未知変数の数に等しく,およそn/ncolorである・

3　解析結果

3.1　定式化

本解析では線形渦電流問題を対象とし,時間的な繰

り返し計算により,電磁界の過渡的な振る舞いについ

て調べる.解析対象内の電磁界を記述する方程式は,

マクスウェル方程式において変位電流の項を無視する

ことにより与えられる.本解析では,辺要素を使用し,

磁気ベクトルポテンシャルのみによる定式化を行うA
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図5:代数学的多色順序付けにおける並列化代入計算

法を用いるので,支配方程式は次式で与えられる・

・×(U∇×Am)--a箸+Jo (9)
ここで, Amは磁気ベクトルポテンシャル, Joは強制

電流の電流密度, Z'は磁気抵抗率, Uは導電率を表す・

磁気ベクトルポテンシャルをベクトル補間関数により

近似展開し,式(9)にガラーキン法を適用することに
より,次式が得られる.

[K){Am}+[M]讐-{J}-0 (10)
ここで: {Am}は未知変数Amiからなる列ベクトルを

表す・[K], [M]は行列AJ}は列ベクトルを表し,以
下のように与えられる.

Kij-芋Ilk∇×Nt).{y∇xNj)dV (ll)

Mi,-羊IllaNi-NjdV (12)

Ji-号IllN{蝣JodV　(13)
ここで, eは各要素,mは全要素数,Ⅳはベクトル補

間関数を表す.未知変数の総数をnとして,行列lK],

tM]はn次正方行列, {An}およびtJlはn次元ベク
トルである.

式(10)中の時間微分項は,後退差分法を用いて以下
のように離散化して解く.

∂{Am}　{Am}-{Amold}
ニー-こ--コ　　-　　　　　　　　てごTTTTTここここここここここ===こここここここここここここ-

∂t　　　　　　　△t
(14)

ここで, {Arnold}¥ま1タイムステップ前の{A}, △tは

時間刻み幅である.

式(10)(14)より,各タイムステップにおいて解かれ

る全体方程式は次式で与えられる.

{Q){Am} - {b} (15)
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表1:解析の諸元
要

図6:電気学会3次元渦電流解析検証モデル　unit:

[mm】)

但し,

IQ] - ([K]+去[M]), {6} -孟[M]{Aold} + {J}
(16)

解析簡城中に非導電性の部分(空気額域)が含まれる

場合,係数行列[Q]は半正定借となる.

3.2　解析モデル

本解析では,電気学会3次元渦電流解析検証モデル

を用いる[14.表1に解析の諸元を示す.解析は京
都大学大型計算機センターVPP-800上でおこなった.

MPIライブラリによる並列化を行い, ICCG法の収束

判定基準は,右辺ベクトルと残差ベクトルの差が10-7

以下となる条件を用いる. ICCG法の加速係数は1.03

とする.各手放の性能評価は-タイムステップあたり

の計算時間により行う.

3.3　解析結果

表2 ,図7にブロックICCG法と代数学的多色順

序付け法による計算(経過)時間,反復回数,収束の

振る舞いを示す.ブロックICCG法では,プロセッサ

台数が増加するにつれ,前処理効果が薄れ,反復回数

が増加している.

一方,代数学的多色順序付け法ではICCG法の収

束性はプロセッサ台数とは無関係で,色数に依存する.

表2:解析結果

(a)逐次型ICCG法(辞書式順序付け)

計算時間(秒) 反復回数

(b)ブロックICCG法

(C)代数学的多色順序付け法(60色)

表3:代数学的多色順序付け法における色数,並列度,

反復回数

1

0

L

・2

_3

・4

・5

-8

-7

100　200　300　400　500　600　700　800　900
Number of CG iterations

図7:収束の比較
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1 2　　1 6　　20　　24　　28

Number of pitにeSS的

図8:代数学的多色順序付け法による速度向上

表3に色数を変化させた場合の,並列度と反復回数を

示す.ブロックICCG法と比べて,少ない反復数の増

加で高い並列度を実現していることが分かる.色数を

増やすと一般に収束性が増すが,通信(同期)の回数

が増えるため,それらのコストにより速度向上が飽和

する.従って,最適な色数の選択は困難であるが,著

者らの検討によると,差分解析で推奨される30-100

色という値は有限要素解析においても有効であり,こ

の範囲内であればどのような色を選択したとしても大

幅な収束性の低下は避けられると考えている.本解析

では, 30-100色の間でいくつかの色をテストしたが,

60色の場合にもっとも良い結果を得た.このとき,反

復数の増加は逐次型ソルバと比べて10%程度であり,

並列度は約16800に達する.その結果,図8に見られ

るようにブロックICCG法と比べて高い速度向上を

得る.

4　結論

本稿では,非構造型の有限要素法における並列化

ICCG法としてブラックボックス型のソルバについて

述べた.その中で,差分法における多色順序付け法を

拡張した代数学的多色順序付け絵による解析結果を示

した.同手法により,約100自由度の電磁界解析にお

いて32プロセッサで20倍の速度向上を得た.
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要旨　我々は、九州大学病院および福岡市医師会成人病センターを中心として、福岡市

内の約50の医療機関などが参加する電子カルテネットワークの構築を行った。本ネット

ワークでは、我々は医療機関の間での医療情報交換のためのプロトコルとしてHL7を採

用した　HL7は、今後医療情報交換の標準規格になると予想されている。また、公開鍵証

明書や属性証明事を利用した認証、権限管理を行うことにより、患者プライバシに十分に

配慮した安全なネットワークの構築を行った。

Abstract We constructed an electronic patient record network centering on Kyushu University

Hospital and Adult Disease Center of Fukuoka City Medical Association. About 50 medical

institutions in Fukuoka city participate in the system. We adopted HL7 as a protocol of exchange

of medical information between medical institutions. We expect HL7 to becomとa standard for

exchange of medical information at some point in the future. We constructed a secure network that

maintains the privacy of patients by employing certification and authority management using

Public-key Certi丘cates and Attribute Certi丘cates.

1.はじめに

電子カルテは、患者に関するあらゆる保健医
療情報を総合的に扱うための情報システムの

総称である。これまで、電子カルテは1医療施
設を対象に開発され、その施設内だけで運用さ

れるという、閉じたシステムであった。しかし

ながら、近年、開かれた医療が求められ、カル

テの地域での共有化、カルテの開示といった取

り組みが始まっている。また、 ITを利用した医

療の効率化が求められ、電子カルテをネットワ

ーク化しようとする動きも始まっている。経済
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産業省は平成1 2年度補正予算で電子カルテ

ネットワーク構築の実証実験事業を公募し、

我々のプロジェクトもその1つとして採択さ

れた。

電子カルテネットワークを構成するシステ

ムは、電子カルテのみならず、保険点数を計算

する医事会計システム、検査や処置などの依頼

伝票を処理するオーダリングシステム、放射線

部門で使われる医用画像システム、検査部門で

使われる検体検査システムなど多種多様であ

り、一種の複雑システムとして捉えなければな

らない。また、インターネットを介してネット

ワーク化した電子カルテネットワークは、一種

の広域分散システムと捉えることが出来る。し

かしながら電子カルテネットワークの構築に

際しては、単なる広域分散化の技術を適用する

だけでは不十分であり、保健医療分野に特有の

法的、制度的、社会的さらには医学的問題を技

術的に解決しなければならない。

2.電子カルテネットワーク構築の問題点

電子カルテネットワーク構築に関する問題

点として、システム間通信プロトコルの標準化

や、本人認証が挙げられる。そこで、これらの

閉居点について、それぞれの解決方法を考案し

た。

2.1システム間通信プロトコルの標準化

電子カルテネットワークは最終的には全国

規模で運用されるべきものである。すなわち、

異なる地域で独自に構築されたネットワーク

間で医療情報の交換が可能でなければならな

い。そのためにはシステム間通信プロトコルの

標準化が必須である。

2.1.1　HL7

HL7[i]とは、 Health Level 7の略であり、医

療施設での電子的データ交換を目的とした、医

療情報交換のためのプロトコルである。 HL7

Version3.0は、保健医療福祉の広い範囲を網羅

しており、現在存在する医療情報の交換規約の

中で、最も表現力が高く、今後医療情報交換の

標準規格になると予想される。このような共通

のプロトコルを使用することにより、病院内の

患者受付、入退院、転科転棟、問合せ、オーダ

エントリー、結果通知、臨床所見、医事会計、

マスタ管理、珍療録、患者紹介検査結果問い合

わせ、検査結果報告等のやり取りが可能となる。

HL7HL7Version3.0では、メッセージ開発の参照

情報モデルとして、 HL7 RIM (Reference

InformationModel)を定義している(図l)0 HL7

RIMは、大きく分けるとActをスーパークラス

とする部分、 Roleをスーパークラスとする部分、

Entityをスーパークラスとする部分、

Participationクラス、 Actjrelationshipクラスによ
って構成されている。

Par担当on Act re幣hip

隻萱「~芭

≡-蝣1萱軒匡
Enti ti s Roles Acts

図1 HL7　RIM

Act

HL7のビジネス額域における意図的な行

為、保健医療の意識的な行為によって構成

されている。

処置、観察、投薬、サプライ、患者登録な

どを表す。

'En丘ty

Entityは、物理的なもの、あるいは組織、
物理的なものの集まりを表す。

人、組練、材料、場所、装置などを表す。
Role

RoleはEntityによって実行される。ある特

定のRoleを実行するEntityはActに参加し
たり、ある特定のRoleを実行する別の

Entityと関連付けることが出来る。

患者、医療提供者、治療者、検体などを表

す。

・Participation
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あるRoleを実行するEntityがActの範囲に

おいてどのように機能するかを定義する。

作成者、実行者、主体、場所などを表す。

'AcLrelationship

AcLrelationshipは、 Actどうしの関連を表
す。

合成、前提条件、改定、支持などを表す。

このHL7RIMを用いることによって、電子カ

ルテや医事会計、オーダリングといった、電子
カルテネットワークを構成する全てのシステム

のデータを記述することができる。

本プロジェクトでは、このHL7Version3.0規

格を基礎に、国内で必要とされる情報を付加し、

標準プロトコルを開発した。

2.1.2　標準メッセージ

我々は、 HL7 version 3.0に準拠した、患者リ

スト問い合わせ/検索結果メッセージ、患者基

本情報問い合わせ/検索結果メッセージ、薬剤

処方等メッセージ、調剤結果メッセージなど、

合計35種類のメッセージを開発した。これらの

メッセージは以下のカテゴリに分類される。

Control

蝣Query

・Pharmacy

・Laboratory

Diet

Phys i o血erapy

Medical Records

Patient Referral

:メッセージ-ツダ
:問い合わせ
:処方
:検査
:栄養指導等
:運動指導等
:診療録管理
:診療情報提供書

各メッセージはXML文書形式である。各メ

ッセージは、 Message Development Framework

(MDF)というHL7の標準メッセージを定義する

ための方法論に従って作成した。

まず、 HL7RMからメッセージの作成に必要

なクラスを抜き出す。この、抜き出したものを

MIM(Message Information Model)という。次に、
Mn4をベースに、そのメッセージの中に含まれ

る個々の具体的なクラスを作成し、これを使っ

てメッセージの構成要素を表現する。これを
RMIM (RefinedMM)と呼ぶ。 (例えば、 Rna

では「人」は全部Personクラスで表現するが、

<?xml vemon="1.0" encodmg="UTF-8"?>

<mc:Messg

x m l n s :AM PR_C^_MTO2000-" urn : : hl7.o rg/AM PR_C M-M T020㈱'.

x m l ns :AM PR-CM_MT22000-" um : : hl 7.org/AM PR_CM_M T22CX泊'.

xmtns:AMPR_CM_MT3 1 000="um::h17.org/.AMPR_CM-MT3 1 000"

xmlns :AMPR_CM_MT5 1㈱ "um::W7.org/AMPR_CM_MT5 1 (X泊''

xmlns:mc= urn::hl7.or〆HMPO_RX_MTOIOO 1 _MEDIS"

xmlns:po耳'urn::h17.org/HMPO_RX_MTOl(氾1 "

x ml ns : x s i= http ://www.w3.or,〆200 1 /XMLSc hema - ins tance

xsr:schemaLocation="HMPO-RX MTOK泊l_MEDIS.xsd">

<mc:creatnTime V= -2(泊1 1 1 150102367>

<mc :has Sendr_OrgnztnS ndr>
<mc:class V="ORG"A>

<mc:id EX事org∝収)1" RT=い1.2.8.11111111.11111111.llllllll"/>

<mc:nm>福岡医師会</mc:nm>

</mc :has Se nd r_OrgnztnS ndr>

<mc : hasRecp niL,OrgnztnRecvr>
<mcxlass V一・ORG"f>

<mc:id EX-"48617" RT="1.2.8.11111111.11111111.111111H7>

<mc:nm>00病院〃mc:nm>

</mc :hasRecpnL,O rgnztnRecvr>

<mc : isSo urceFor_AR_Tgt>

くmc :type V="ITGT"/>

くJnc. hasTgL,HM PO_R X_MTO 1 00 1 ->

<po:cd DN32..アグラ-トC R錠2 0 m g " S="1.2.8.∝…)..

sv= vo.r v="1032161010301"/>

<po:class V= SBADM7>

<po:confdnlty S=" 1.2.222" SV= … V="N7>

<po:effctvTime V="2001 121 5(HOOO0..OC耕)); ''b

<po:id EX="85237" RT="1.2.8.11111111.11111111.111111137>

<po:mood DN=サ"intent" V= INT7>

<po:rept V= 0-0 />

<po:status DN="ACTIVE" V="ACTIVE"/>

<po:txt IC=…F・

<po:has_Padmns trProdct>

く四:type V巳蝣AUT7>

<po :has AsPartcpnLHMPO_CM_MT3 1 ∝沿dProdct_>

くAMPR_CM_MT3 1C伽:class V="ASSIGNED7>

<AMPR_C M_MT3 1 000 : id EX='Moooooo r

RT="1.2.8.1111111UllllllUllll1127>

くAM PR_CM_MT3 1 000:playdB y_Pre n>

くAMPR_CM_MT3 1 000 : id EX="dO∝… 1.I

RT・ま"i.2.8.iinim.liiiiin.mnu27>

くAMPR_CM-MT3 1CX泊xlass V巳'PSN7>

<AMPR_CM_MT3 1 000:nm USE="IDE">

<FAM >入江</FAM >

<GIV>尚〃GIV>

4AMPR_C M_MT3 1 0∝) : nm>

くAMPR_CM-MT3 1000:nm USE="SYL">

<FAM>イリエ</FAM>

<GIV>タカシ〃GIV>

dAMPR CM_MT3 1 0C氾:nm>

4AMPR_CM_MT3 1 000 :pl aydB y_Prs n>

<AM PR-C M_M T3 1 000 : i sScopdB y_AM PR_C M_M TO2000_>

<AMPR_CM_MTO2000:class V= 'ORG"/>

くAMPR_CM_MTO2000 : id EX= "o rgOOC泊1 ''

RT="1.2.8.11111111.11111111.11UllH7>

<AMPR-CM_MT02000:nm>　福　岡　医　師　会

</'AM PR_CM_MT02∝X): nm>

4AMPR_CM_MT3 1 0C拍: is ScopdB y_AMPR_CM_MT02000_>

</po : has AsPartcpnt_HM PO.-CM_MT3 1 0C氾dProdcL>

</po : has_PadmnstrProdct>

<po :has_Psbj ct>

図2　処方メッセージ例

RMMでは医者や患者毎にPerson_as_patientや

Person_as_practitionerのような具体的なクラス
をPersonクラスを元にして作成する)

そして、 RMIM中のクラスや属性、関係など

といったメッセージの要素となるものに順番
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そして、 RMIM中のクラスや属性、関係など

といったメッセージの要素となるものに順番

を付けて表形式に並べ、 Hierarchical Message

Description田MD)を作成する。

そして、fWを基にXMLスキーマを作成する。

各メッセージは、このようにして作成された

ⅩMLスキーマに基づいて実装した。

HL7 version 3.0は今後の医療情報交換規約の

デファクトスタンダードとなると考えられてい

る。また、このメッセージ開発方法論は今秋発

表されたばかりであり、我々の実装が世界で最

初の実用システムであると考えている。

2.1.3　電子カルテ汎用データベース

本プロジェクトでは、HL7Version3 XML形式

の診療情報を受信し、関係データベース化して

格納するための汎用データベースを開発した。

この関係データベースのスキーマはHL7 RIM

に基づいて設計したため、あらゆるHL7メッセ

ージがそのまま格納可能である。本プロジェク

トでは、 RDBMSにPostgreSQLを使用した。テ

ーブル数は約800あり、クラス間の継承や関連

を保持している。

本プロジェクトで開発した電子カルテ汎用

データベースは、ある特定の疾患に特化したも

のではなく、 HL7 RIMに基づいたものである。

そのため、様々な疾患の診療情報について、こ

のデータベースに格納することが可能である。

2.2　諏証技術

広域における医療情報の交換に際しては、デ

ータ源の特定、すなわち、どこの誰が作成した

情報であるかが非常に重要である。そのため、

本人罪証や、権限管理が必要である。

2.2.1本人徳証

本プロジェクトでは、 X.509公開鍵基盤を利

用して、医療従事者および患者の広域分散環境

における本人認証手法を開発した。

認証に際しては、公開鍵証明書【2】を利用するO

公開鍵証明書は、本人と公開鍵との結合を征明

するものである。公開鍵証明書には、証明事発

行者のユニークな識別名、有効期限、証明書所

有者のユニークな識別名、証明書所有者の公開

鍵などの情報が含まれており、最後に、証明書

発行者である認証局の署名がつけられている。

公開鍵証明書を使用するには、各エンティテ

ィがそれぞれ秘密鍵を所有する必要がある。そ

こで本プロジェクトでは、システムの利用者で

ある医療従事者と患者すべてに対して、 ICカー

ドを発行している。それぞれのICカード内に

は、各エンティティの公開鍵証明書と、対応す

る秘密鍵が格納されている。システムの利用に

際しては、 ICカード内の秘密鍵を用いて電子署

名を施したログイン要求メッセージによって

本人認証を行う。また、医療従事者ICカード

と患者ICカードが2枚同時に挿入されないと、

その患者に関する電子カルテは利用できない

機構を提供することにより、患者プライバシを

高度に担保している。

2.2.2　権限管理

権限管理とは、ある主体に対し何らかの方針

によって、資源-の操作を許可または拒否する

ことである。権限管理はプライバシの保護やセ

キュリティ供与のために欠かすことのできな

いものである。

電子カルテネットワークの運用に際しては、

医療従事者の所属や医師、薬剤師などの役割

(資格)ごとの、診療情報に対する権限管理や、

患者の自由な移動に伴う他の電子カルテネッ

トワークからのアクセスや救急時のアクセス

などの動的な権限管理が要求される。そのため、

本プロジェクトでは、 2.2.1の本人認証と連携し、

公開鍵暗号技術に基づく権限管理手法を開発

した。

公開鍵暗号技術に基づく権限管理手法では、

利用者は公開鍵、秘密鍵のペアを保持する。そ

して、証明書によって利用者の公開鍵と権限と

を結びつけることにより、権限管理を行う。

権限管理の方法としては,公開鍵証明書を用

いる方法がある。公開鍵証明書は拡張領域を持

っているため、この領域に権限に関する情報を

格納することによって利用者の公開鍵と権限

とを結びつけ、権限管理を行う。しかし、医師

などの利用者の所属が変わりやすいことや、

様々な職種によるアクセス権限の設定に対応

するためには、公開鍵証明書だけでは不十分で

ある。

他に、公開鍵証明書と属性証明書を利用する

-66-



方法が挙げられる。属性証明書は、現在ⅢTF

(The Internet Engineering Task Force)のインタ

ーネットドラフトとなっている【3】。属性証明事

は、証明書所有者の属性(権限)と本人との結合

を証明するものである。属性証明書は公開鍵を

含んでいないため、属性証明書を利用する際に

は、その証明書が参照する公開鍵証明書も共に

用いて本人認証および権限管理を行う。

そこで、本プロジェクトでは、公開鍵証明書

と属性証明書を利用した権限管理を採用し、医

療従事者の公開鍵に対して所属や医師、薬剤師

といった役割(資格)を属性証明書として設定

できるようにした。各システムのサーバに対す

るアクセスは、すべてHL7version3.0メッセー

ジ(m文書)として行われるため、我々は利

用者(公開鍵)毎あるいは属性毎に送受信でき

るメッセージを定義することによりシステム

に対するアクセス制御を実現した。そのため、

異なる電子カルテネットワークに登録されて

いる利用者からのアクセスであっても、その属

性証明事等が検証可能であれば権限管理ポリ

シに沿った医療情報の送受信が可能となる。ま

た、公開鍵証明書ではなく、属性証明書を用い

て権限管理を行うため、本人認証と権限管理が

分離されている。そのため、今後行政などが認

証局を構築した場合にも、本システムを変更す

ることなく行政等の認証局発行の公開鍵証明

書を活用することが出来る。

3.電子カルテネットワーク

3.1糖尿病に特化した電子カルテ

これまでの電子カルテは、電子カルテが1つ

の医療機関の全ての科で使用可能となるよう

に開発されていた。しかし、それぞれの科の診

療方法の違いなどから考えると、 1つの医療機

関内の診療科同士より、別の医療機関の同じ診

療科同士の方が、類似度が高く、電子カルテを

共有しやすいと考えられる。そこで、我々は疾

患別の電子カルテが有用であると考える。

平成9年に行われた厚生省の糖尿病実態調査

によると、糖尿病が強く疑われる人は約690万

人、糖尿病の可能性を否定できない人を合わせ

ると1370万人にも上る。また、福岡市内だけ

でも約6万人の糖尿病患者がいると推定される。

また、糖尿病は、網膜症、腎臓障事、動脈硬

化等の合併症を引き起こすため、内科だけでは

なく、眼科軍門医、透析専門医などとの協力が
不可欠である。

一般に糖尿病患者は、2-4週間に1回のかか

り付け医の診療、 2-3か月に1回の糖尿病専門

医の珍療、 3-6か月に1回の眼科医の診療を受

けている。そのため、各診療機関をネットワー

クで結び、診療機関同士の連携を取ることによ

り、日常の検査や診療はかかり付け医で行い、

それらの結果を踏まえた、 2-3か月に1度の精

密検査や治療方針の決定を地域の中核医療機

関で行い、高度先進医療は大学病院で行う、と

いう地域で連携した診療サービス提供を行う

ことが可能となる。さらに、糖尿病は医療機関

での治療だけでなく、予防や、運動療法、食事

療法など生活全般でのコントロールが必要で

あるため、地域の健康増進センター、フィット

ネスクラブとも連携することによって、生活習

慣病としての糖尿病の管理を行うことが可能

となる。

これまで、それぞれの医療機関では、糖尿病

患者のデータをそれぞれ独自にデータベース

化して保有しており、それらは全体で約1万件

に及ぶ。しかし、医療機関の間でのこれらのデ

ータの電子的な交換は行われていない。そこで、

糖尿病電子カルテを新たに開発し、すでに大量

のデータを有する糖尿病データベースを一元

化し、認証などのセキュリティ技術を取り入れ、

各医療機関の間で安全に使用できる電子カル

テネットワークを構築した。

3.2　福岡電子カルテネットワーク

本プロジェクトで構築する電子カルテネッ

トワークは、九州大学病院および福岡市医師会

成人病センターが中心となり運用する。

電子カルテを保存するデータセンターを設

置し、データセンター、九州大学病院、福岡市

医師会成人病センター、その他の中核医療機関

などの福岡市内約40の診療機関、調剤薬局、

フィットネスクラブ、公証局を結び、 VPNを介

して通信を行う。 (図3)

以下で本電子カルテネットワークのシステ

ム構成について述べ、さらに、それぞれの機能

について説明する。
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図3　福岡電子カルテネットワーク

3.2.1システム構成

各医療機関には糖尿病電子カルテシステム、

電子カルテ汎用データベースシステム、患者基

本情報管理システム、利用者認証システムを匿

き、データセンターには、電子カルテ汎用デー

タベースシステム、患者基本情報管理システム、

珍療情報交換プロトコル変換システムを置く。

また、公証局には利用者認証システム、診療情

報公証システムを置く。

図4　システム構成

糖尿病電子カルテシステム

各医療機関において、診療情報の入出力を

行う。このシステムは診療情報の記録だけ

を行い、利用者認証や電子署名等は他のシ

ステムが行う。

電子カルテ汎用データベースシステム

糖尿病電子カルテシステムによって入力

された診療情報をデータベースに格納す

る。各医療機関に置かれたこのシステムは、

データセンターの電子カルテ汎用データ

ベースシステム-珍療情報を送信し、デー

タセンターでも珍療情報を保存する。

・患者基本情報管理システム

患者基本情報の管理を行う。

検査結果などの珍療情報は、臨床研究など

のためにも利用される。しかし、こういっ

た場合には、患者の個人情報は必要ない。

そこで、診療情報と患者の個人情報を分け

て管理することによって、診療情報を研究

に利用する際にも患者のプライバシは守

られる。データベーススキーマは、診療情

報データベースと同様にHL7 RIMに準拠

している。

・利用者認証システム

ICカードに格納されている公開鍵証明書

を用いた利用者認証、また、属性駈明春を

用いた権限管理を行う。

・診療情報交換プロトコル変換システム

現在のところ、診療情報交換プロトコルと

しては、 HL7の他に、 MML (MedXML)

という規格や、 MERITL9 (MEdical Record,

Image, Text, - Information qXchange)という
診療情報交換のための規格などがあり、国

内で使用されている。また、電子保存され

た診療録情報の交換のためのデータ項目

セットJ-MIX (The Japanese Set ofIdentifiers

for Medical Record Information Exchange)で

推奨される項目名を利用したデータ交換

も予想される。そのため、この変換システ

ムによって、これらの規格とHL7Version3

xML文書形式との変換を行う。

・診療情報公証システム

各糖尿病電子カルテシステムが作成した

珍療情報にブラインド署名を行う。機密性

や改ざん防止のため、医療機関やデータセ

ンターとは異なる必要があるので、公証局

で管理を行う。

3.2.2　各システムの機能

糖尿病電子カルテシステム

・診療情報入出力機能
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外来および入院で行われる糖尿病診療に

必要な情報の入出力を行う機能で、電子カ

ルテシステムの中核となる。

入力情報は、 XML文書としてクライアン

トコンピュータ上の電子カルテ汎用デー

タベースシステムのⅩML文書管理機能に

渡される。

・オーダリング機能

診療情報管理既往で入力された処方、検査、

診療予約などをHL7メッセージとして既

存の医事会計、オーダリングシステムに送

信する。

・診療情報提供書作成機能

管理している診療情報を利用して、診療情

報提供書を作成する。

・電子処方等作成機能

管理している診療情報を利用して、調剤薬

局-の処方築、フィットネスクラブなど-

の運動処方垂を作成する。

電子カルテ汎用データベースシステム

・ m文書保管機能

糖尿病電子カルテシステムからⅩML文事

として送られてきた診療情報を暗号化し

て保存する。

この機能はカルテの真正性を担保するた

めのものであるため、このデータベースか

らの読み出しは他のデータベースの障害

時や真正性の検証時のみである。

・診療情報管理機能

糖尿病電子カルテシステムから受け取っ

たⅩML形式の診療情報をHL7 RIMに基づ

いて設計された汎用データベースに格納

する。

HL7 Version3　に基づいたm文書形式の

クエリを受け付け、データベースの検索を

行い、その結果となる診療情報をm文

事として返す。

・アクセス制御機能

各データベース-の診療情報の追加およ

び検索についてのアクセス制御を行う。こ

のアクセス制御には、利用者認証システム

が発行する属性証明書が用いられる。

患者基本情報管理システム

・患者基本情報編集機能

患者基本情報の登録、変更、削除などを行

う。

・患者基本情報検索機能

患者を検索し、結果となる患者基本情報を

HL7　Version3　XML形式で提供する。

利用者認証システム

・証明事発行サーバ機能

公証局に昏かれる。

利用者の私有鍵と公開鍵を作成し、公開鍵

証明事を発行する。ここで作成された私有

鍵、公開鍵証明書はICカードに格納され、

各利用者に配布される。

・権限管理サーバ機能

公証局に置かれる。

利用者の公開鍵証明書を用いて利用者認

証を行い、認証されると、登録されている

利用者に関する属性情報から属性証明書

を発行する。利用者の診療情報に対するア

クセス権限の管理を行う。

LDAPサーバ機能

公証局に置かれる。

利用者の公開鍵証明書の検索を行う。

・利用者認証クライアント機能

クライアントコンピュータで稼動する。

電子カルテシステムと連携し、利用者認証、

権限付与などの機能を提供する。

診療情報交換プロトコル変換システム

HL7 Version3 -の変換機能

MML、 MERIT-9、 J-MIXのXML文書およ

び　HL7　Version2.x　メッセージを　HL7

Version3 XML形式-変換する。

HL7 Version3からの変換機能

HL7 Version3 XML形式をMML、MERIT-9、

J-MIXのXML文書およびHL7 Version2.x

メッセージを-変換する。

診療情報公証システム

・タイムスタンプ公証機能

診療情報に付記する時刻情報(タイムスタ

ンプ)を改ざん不能な形で提供する。

・ブラインド署名機能

xhn形式の診療情報に対して、内容を知

ることなく改ざんが不能なように署名を

行う。
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・単用性公証機能

電子処方葺などが-度しか使用されない
こと(単用性)を保証する。

4.まとめ

今回、我々は経済産業省の支援を得て、国内

で最大規模の電子カルテネットワークを構築

した。この電子カルテネットワークは九州大学

痛院および福岡市医師会成人病センターが中

心となって運用し、福岡市内の約50の医療機

関などが参加する。登録患者数は糖尿病を中心

として約2万名である。

本プロジェクトでは、通信プロトコルとして、

保健医療福祉の広い範囲を網羅し、現在存在す

る医療情報の交換規約の中で、最も表現力が高

く、今後医療情報交換の標準規格になると予想

されるHL7Version3に着目し、 HL7Versiqn3に

基づく電子カルテ汎用データベースの開発を

行った。また、本人罪証、権限管理などの基盤

要素を公開鍵基盤を利用して開発した。
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要旨　代表的な機械翻訳手法の一つとして変換主導型翻訳がある.変換主導型翻訳の処理は大きく

原文解析,変換,訳文生成とに分かれる.しかし従来手法では解析と変換を独立に行なうため,慣用

表現-の野処等を考えていくとシステムが複雑化していく.そこで,変換規則に翻訳情報を与えた翻

訳文法を導入し,解析と変換を同一処理として実現し,システムの簡略化を図る.

Abstract Transfer-based is one of the popular MT(Machine Translatrion) systems. It consists

of three processes - analysis of the source sentence, transfer, and generation of the target sentence.

But analysis and transfer processes are operated respectively, so the system becomes complex for

dealing with ideoms. Now, the TCFG(Translation Context Free Grammar), each production rule

in this grammar is composed of the CFG rule and translation information, integrates analysis and

transfer processes ,and it simply丘es the MT system.

1　はじめに

最近ではネットワークに対する敷居も随分低くなり,

インターネットの利用も一般的になってきている.そ

れに伴って,英語などの母国語以外の文章を扱う機会

も多くなり,異言語文章の読み書き支援のた桝こ機械

による翻訳作業の自動化が注目されている.

現在,広く用いられている機械翻訳手法として変換

主導型翻訳方式[4] [2】がある.変換主導型翻訳は原文

解析,変換,訳文生成の三つの処理から成り,それぞ

れ次のように処理が実行される.原文解析では原言語

(翻訳元の言語)で書かれた文を解析規則を用いて解析

し原書語の文構造を得,変換では得られた文構造を変

換規則も用いて目標言語(翻訳先の言語)の構造に直

していき,訳文生成では変換された目標言語構造から

訳文を生成する.しかし,翻訳対象にはある言語に特

有の表現や慣用表現も数多く存在し,それらに対処す

るためには,特に変換処理にかかる負担を大きくし,

処理が複雑化する傾向にある.

そこで,本研究では翻訳処理システムの簡略化を図

るために,翻訳対象を二言語間(英日翻訳)に限定し,

解析規則に翻訳情報を与えた翻訳文法[5][10]を導入

し,翻訳文法を使って解析を行なうことより,解析と

変換とを同じ処理上で扱うことを考える.ここで,規

則に与える翻訳情報としては次の3つを想定する.

●訳語

●語順

●崇の語

訳語は,原文中のある単語に対応した目標言語の単語

である.ただし,訳語は必ずしもその単語単独だけで

与えられるものではなく,妥当な訳語を与えるために

は周囲の状況を考える必要がある場合も多い.例えば,

目的語が何であるかによって動詞の訳を変えなければ

ならないといった,訳し分けの問題がある.語順は,

-71-



原言語と目標言語との間の各構造の対応関係を表す.

訳文生成では原言語構造を語順にしたがって並び替え

ながら訳文を生成していく.紫の語は,原言語では表

層上に単語として現れない機能語のうち,目標言語で

は単語として表現されなければならない単語や句をい

ラ.訳文を生成する際には,この方の語を句の間に挿

入していく必要がある.

翻訳文法では,訳し分けや特定の構文パターンの翻

訳に対処するた桝こ,そのパターンを表す規則を用意

し,その規則に翻訳情報を与える.規則上に訳し分け

パターンや構文パターンを表現するために,係り受け

文脈自由文法間を採用し,係り受け文脈自由文法の

生成規則に直接翻訳情報を与える.

今臥この翻訳文法を用いた翻訳システムをprolog

にて実装した.実装した翻訳システムに対して小規模

の予備実験を行ない,動作を確認した.

2　翻訳文法

翻訳における問題の一つとして単語の訳し分けがあ

る.一つの単語に対応し得る訳語の候補が複数個考え

られる場合,原文中のある単語に対し訳語を与える際

に,その単語だけではなく周囲の旬まで調べなければ

妥当な訳語を与えられないことがある.例えば,次の

3つの文に対して動詞"take"に訳語を与えることを考

える場合,語嚢としては同じ"take"であっても,

Itake aprize. (賞を墾旦)

Itakeabath. (風呂に主星)

Itakeawalk. (散歩を主動

というように,目的語が何であるかによって与える訳

語を変えなければならない.このような訳し分けに対

処するには,係る句と係られる句との間に見られる語

嚢レベルでの共起関係(係り受け関係)を調べる必要が
あり,翻訳文法は,請負の係り受け関係に対する制約

(係り受け制約)を生成規則として表現できる係り受け
文脈自由文法を採用し,これに基づいて構成される.

2.1　係り受け文脈自由文法

ある句が別の句に係る場合に,係る句と係られる句

の間の関係にはある種の語嚢的な制約が見られる.例
えば, 「パンを食べる」という文は統語的にも意味的に

も妥当だが「洗濯機を食べる」という文は統語的には

妥当であっても意味的には(通常の文脈を考えた場合

には)不適当である.これは「パンを」と「食べる」と

は共起し得るが, 「洗濯機を」と「食べる」とは共起し得

ないというように,ある単語に対して,その語と共起

し得る語が決まっているためであると考えられる.こ

の係る語と係られる語との関係に対する語嚢の共起に

関する制約を係り受け制約と呼ぶ.係り受け文脈自由

文法では,この係り受け制約を文脈自由文法(Context

Free Grammar;CFG)の生成規則として表わすた桝こ,

品詞をhead word(句の中でその句を代表する語・主

辞語. )とfunction(係りの種類を規定する静)とで細

分化したものを非終端記号として採用する.次の規則

は係り受け文脈自由文法の生成規則の一例である.

N(lunch) - N(lunch) PP(with) dessert)

この規則はhead wordが"lunch"である名詞Ⅳに対

しhead wordが"dessert"でfunctionが`Svith"であ

るような前置詞句PPが係り得,その全体としてhead

wordが"lunch"である名詞Nを構成することを表わ

している.

係り受け文脈自由文法では生成規則が一つの請負共

起パターンを表わしており,また生成規則上には句の

head wordとfunctionとが明示されているため,明示

されたhead wordやfunctionに直接訳語を与えるこ

とによって静嚢共起パターンによる訳し分けを実現す

ることが可能となる.

2.2　翻訳文法の枠組

翻訳文法は,係り受け文脈自由文法を基にして,そ

の生成規則上に翻訳処理の際に用いる翻訳情報を与え

たものとして構成される.翻訳文法において,規則に

与える翻訳情報としては次の三つを考える.

訳語原言語の単語と意味的に対応する目標言語の単

語,規則中に明示されている句のhead wordお

よびfuction word(functionのうち単語であるも

の.英語では前置詞句における前置詞がfunction

wordに当たる)に対して訳語を与える・

語順訳文を生成する際の旬の並び替えに対し,どの

順番に句を並べるのかを与えたもの.

繋の語原言語では表層上に単語として現れないfunc-

tionのうち,目標言語では単語(あるいは句)とし

て現れなければならないもの.例えば,英語では

名詞句の格はその位犀によって決まるが,日本語

では名詞句の格はその名詞句に後接する助詞(あ

るいは助詞の列)によって敦まる.翻訳を行なう
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際にはこのような助詞を只の帯として挿入する必

要がある.

前述したように,翻訳文法規則はこの三つの翻訳情

報を係り受け文法規則上に直接付与することで構成さ

れている.次の規則は,翻訳文法規則の一例である.

1

vp(ねke)一昔(take) NP(bath)
E　入る　に　風呂 (1)

この規則は,動詞V(take)のhead word "take"の訳

語が「入る」 ,句NP(bath)のhead word "bath"の

訳語が「風呂」であることを表わす.また,句Xに

対する訳語の句(駅句)をwと表わすと. (1)を使っ

た場合には,全体の訳句は右辺の各句から生成され

た訳旬を,右辺各項の上部に付与された帯順にした

がって[NP(bath)Y,【Vitake)】tの順番に並び換え,そ

の間にNP(bath)に与えられた繋の語「に」を挿入し

たr [NP(bath)】tにtVitake)}* 」となることを表わす・

2　　　　　　　　　1

VP(take) --　V(take)　　NP(bath)
E入る　　　　　に　風呂

0　　　　0

釈 [V(take)】 I

釈

【NP(b叫)】 I

.*-一蝣-　く=::並び-

【NP(bath)】tに[V(take)f

I　　　　挿入

図1:翻訳処理における語順と繋の語の役割

翻訳文法では,落盤共起パターンごとに規則を用意

しておき,パターンを構成する句のhead word (func一

缶ion word)に対して直接訳語を与えることで,語嚢共

起パターンに対する訳し分けを規則上に表窮すること

ができる.例えば,次の規則を考える.

1

Vp(take)ーV(take) NP(walk)
Eする　を　散歩

(2)

このとき. (1)を通用した場合には目的語である"bath"
と共起して"take"に対して「入る」という訳語が選

択され. (2)を適用した場合には目的語である`'walk"
と共起して"take"に対してrする」という訳語が選

択されるというように他の句との語泉共起パターンに

対応してhead word (function word)に対する訳語を

選択することができる.

2.3　翻訳文法規則の分類

実際には前述のような請負共起パターンを網羅的に

収集するのは難しく, 「もれ」が生じてしまうことを防

ぐことができない.このため,翻訳文法では規則を語

尭共起パターンを表わす規則とは別に統語構造だけを

を表わすような規則を用意しておき,パターン収集の

「もれ」による翻訳処理の失敗を軽減させる.具体的

には,翻訳文法規則を次の三種類に分類する.

●語集規則

右辺が終端記号(単語)である規則・翻訳情報と

しては訳語が与えられる.

(例)

V(ねke) - take
取る

●汎用規則

各句のhead wordが明示されておらず,統語構造

だけを表す規則.ただし, head phrase(規則右辺

の句のうちで左辺の句のhead wordを含む句)に

対しては,左辺の句のhead wordとhead phrase

のheadwordとが一致するという制約を表わすた

めに変数〇を与える.規則上にはhead wordが明

示されていないため訳語は与えられておらず,翻

訳情報としては語順および繋の語が与えられる.

(例)
1

Vp(x)ー3(。) NP
E　　を

●バターン規則

各句のうち少なくとも1つの句に対してそのhead

wordが明示されている規則.翻訳情報としては

訳語,語順,繋の語が与えられる.

(例)

1

vp(take) → V(take) NP(bath)

E　入る　に　風呂

語尭規則は言わば単語辞事の項目に当たるもので,

単語に対して訳語を与える規則である.語嚢規則に与

えられる訳語は,単語単独を見て決められたものとな

り,その単語に対するデフォルトの訳語となる.上記

の請負規則でtt.動詞"take"に対してr取る」とい

う訳語がデフォルト訳語として与えられることを表わ

す.汎用規則では句の統語構造しか表わされておらず,

統語構造に対して通常用いられるであろう訳し方規則

を翻訳情報として与える.上記の汎用規則では,英語

における「動詞V+目的語名詞句NP」という統語構
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達に対し,日本語としてはrNPをV」のように翻訳

すればよいということを表わしている.パターン規則

は前述したように一つの語嚢共起パターンを表してお

り,請負共起パターンに対応して訳静や繋の語を変え

たい場合に書も　その語尭共起パターンを用意し,翻訳

情報を与えることで単語の訳し分けを実環する.上記

のパターン規則では「"take" + "bath"」という動詞

と目的語名詞句のパターンに対して「"風呂に" + "入

る-'」というような訳し方をすることを表わしている.

基本的には語尭規則と汎用規則によって翻訳を行な

えばよいが,その二種類の規則では対処できないよう

な語尭共起パターンに対しては,そのパターンに対応

したパターン規則を用意することで,対処することが

できる.つまり,パターン規則を追加していくことで,

翻訳器の性能を上げることができるものと思われる.

3　翻訳処理

翻訳文法では変換主導型翻訳を採用し,この方式に

基づいて翻訳を行なう.通常の変換主導型翻訳は(1)

原文解机(2)変換. (3)訳文生成の三つの処理から構

成されており. (1)の原文解析に使用する解析規則と

(2)の変換に使用する変換規則とを別々に用意する.し

かし,翻訳の各処理は個々独立に実行されるため,原

文解析処理で得られた構文構造を変換処理で再び解析

して変換規則を適用させるといった多段階の解析を必

要とし,処理に対する全体の見通しが悪くなるという

欠点がある.また,解析結果の絞り込みでは変換規則

に含まれる翻訳情報を利用できないため,原言語構造

と目標言語構造とが著しく異なるような特殊な統語構

造を持つ構文パターンに対する翻訳を不得意とすると

いう問題もある.一方,翻訳文法では解析規則と変換

規則を統合した形で規則を与えているた軌解析結果

の絞り込みに翻訳情報を用いることができ,処理とし

て見通しがよいという特徴がある.

3.1　翻訳処理

翻訳文法による変換主導型翻訳システムは次の二つ

の処理から成っている.

●原文解析

●訳文生成

原文解析では,翻訳文法の係り受け文脈自由文法規則

部分を用いて入力された原文の解析を行なう.係り受

訳文

翻駅情報付構文木

図2:翻訳文法による翻訳処理

け文脈自由文法はその名前の通り文脈自由文法として

構成されている.文脈自由文法の構文解析手法として

は既にCYK法やチャート法といった解析手法が存在

し[1].比較的高速な解析が可能となっており,翻訳文
法を用いて原文解析を行なう場合にも,既存の構文解

析手法をそのまま用いることができる.

翻訳文法を用いて構文解析を行なった結果,得られ

た構文木には規則に与えられた翻訳情報がそのまま付

随している.訳文生成ではこの翻訳情報付き構文木の

翻訳情報を用いて構文木を辿っていくことにより,一

つの構文木に対して一意の訳文を生成することができ

る.ただしここで,翻訳情報付き構文木では同じ単語

に対して複数箇所で別々の訳語が与えられる場合があ

る.複数箇所に訳語が与えられているのはパターン規

則が使われた場合であるから,このときにはパターン

規則によって与えられた訳語を採用するために,でき

るだけ上位のノードに対し与えられた訳語を選択する.

つまり,ある単語に対する訳語はバターン規則が使わ

れた場合にはそのパターン規則で与えられた訳語を優

先し,パターン規則が使われなかった場合には語嚢規

則で与えられたデフォルト訳語を選択する.

【例1】次の翻訳文法を考える・

1

VP(take)ー　V(take)NP(bath)
e　入る　に　風呂
1　2

NP(x)ー　DETNP(x)
e   e

V(take) →　take

取る

DET(a)ー　a
J

N(bath) →　bath

風呂
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この翻訳文法を用いて"take a bath"という原文を構

文解析すると図3の構文木が生成される.

声VP(take)

丑
　
・
芸

>

　

ォ

NP( bath )
に　　風呂

1/
D吾T(a)

r
t
　
"

＼2
N( bath )
e I

図3:翻訳情報付き構文木

この構文木に与えられた翻訳情報を用いて訳文生成

を行なうと「風呂に入る」という訳文が得られる.た

だし,図3において"take"には語嚢規則によって与

えられた「取る」という訳語とパターン規則によって

与えられた「入る」という訳語の二つが別々の個所で

与えられているが,このような場合には,最上位ノー

ドに与えられた,つまりはパターン規則によって与え

られた, 「入る」を選択する1.

3.2　構文構造の選択

一般に構文解析に対しては複数の構文構造が得られ

るため,解析結果の候補を絞り込む必要がある.翻訳

文法によって構文解析をした結果得られた構文木から

は一意の訳文を生成するので,構文構造の絞り込みが

そのまま生成される訳文の絞り込みに直結する.問題

はどのように構文木を絞り込むかであるが,本研究で

はできるだけ話尭共起パターンを使って翻訳を行なう

方がより妥当な訳文を生成し得ると考え,規則に対し

て優先度を設け,パターン規則を優先して使うような

形で構文解析を行ない2,各構文木に対してこの優先

度を使って評価値を与え,評価値の最も大きい構文木

を選択する.

4　実装

今回,翻訳文法による変換主導型翻訳のプロトタイ

プシステムを実装した.

1この構文木では"bath"の訳詩も二箇所で与えられているが,

この場合も最上位に与えられた方のr風呂」が選択される.
2バターン規則同士に対しても座先度を設けている.

実装に際しては. (1)翻訳文法の枠組がまだはっき

りとは確定しておらず,今後枠組の変更や拡張が予想

されること'(2)今回の実装はシステムの予備調査に用
いるために用意したもので処理速度を重要視していな

いことから,データ構造の拡張が比較的容易なプログ

ラミング言語としてprologを採用した・翻訳システ

ムの実装は,大きく翻訳器の実装と規則の収集とに分

かれ,それぞれ以下のように実装される.

4.1　翻訳器の実装

翻訳器は原文解析器と訳文生成器の二つから構成さ

れている.原文解析器では　3.1で述べたように既存

の文脈自由文法解析手法をそのまま用いることができ

る.今回はボトムアップ構文解析手法であるチャート

法を採用し,実装した.チャート法では解析途中の部

分解析情報をアイテムという形でテーブルに保存し,

テーブルに存在する2つのアイテムを合成して新た

なアイテムを作成するという手順で解析を行なってい

く.しかし,合成し得るアイテム候補数の増大と生成

規則の走査時間の二つが原因となり,文法の規則数の

サイズが大きくなるにしたがって角折の処理時間が非

常に大きくなるという問題がある.ここで,翻訳文法

では語嚢共起パターンごとに規則を用意するため,ど

うしても規則数は増大してしまい,規則の増大に伴う

処理速度の問題を無視できない.そのため実際には,

チャート法に対し規則数の規模の大きさに堪え得るよ

うに改良を加え,その改良型のチャート法【6】【7]を用

いて解析を行なうこととした.解析結果の絞り込みに

対しては,動的計画法を利用して漸進的に評価値計算

を行ない,解析と同時に絞り込みが行なわれるものと

腰JtSJ

訳文生成器では,チャート法の構文木抽出アルゴリ

ズムを用いて構文木の抽出を行ないながら規則に与え

られた翻訳情報を抜き出していき,そうして得られた

翻訳情報を使って訳文を生成する.ただし,もし構文

木の絞り込みに対し最大評価の構文木が複数存在する

場合にはその全ての構文木に対して訳文生成を行ない,

出力する.また,訳文生成で出力された訳文は活用語

(動詞,形専詞,形容動詞,および助動詞)に対して

3実際,述語動詞句に関しては, head.functionの他にinflection
情報(否危噺臥法.完了,進行)を追加するような拡張を行
なっている

4ただし,翻訳文法では上位優先の訳詩選択を行なうため,絞
り込みの評価値計算は部分問題として閉じておらず,純粋な動的
計画法をそのまま適用する訳にはいかない.そこで,実際には拡

張した動的計画法を用いて絞り込みを行なう[91.
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何の処置もしておらずそれぞれ終止形のまま出力され

る.したがって生成された訳文を文法的に正しい日本

語文に直すため,活用語に対しては適宜活用させる必

要がある.このように後処理で,活用に対処させた結

果を最終的な訳文とし出力させることとなる.

by a road near the city of hiroshima , a very

big , old tree stands

[広島】【の】 【都市】 【近く】 【の】 【道路】 【のそばコ【、 】 【と

てもコ【大きい】 【老人たちコ【の] 【木】 【は】 【立てる】
【都市】 【近くコ〔の】 【道路】 【のそばコ【、 】 【広島】 【、 ] 【とて

も] 【大きい】 【老人たちコ【の】 【木】 【は】 【立てるコ
【道路】【のそば] 【、コ【広島】 【の】 【都市】 【近く】 【、 】 【とて

も】 【大きい】 【老人たち】 【の】 【木】 【は】 【立てるコ

【道路】【のそばコ【、 〕【都市】【近く】【、 】【広島コ【、 ]【とて

も] 【大きい】 【老人たち】 【のコ【木】 【はコ【立てるコ
E

through the years . it has seen many things

【長年コ【、 】 【それ】 【は】 【多い】 【物】 【をコ【見る】 【た】
K

one summer night the tree heard a lullaby

【ある】【夏】【の】【夜コ【、 】【木】【が】【子守歌】【を】【聞

くコ【た】

llつの】 【夏】 【の】 【夜】 【、 】 【木】 【が】 【子守歌】 【を】 【聞
く】〔た】
12

a mother was singing to her little girl under

the tree .

[母親】【は】 【木】【の下コ【に】【彼女】 【の】【小さい】f少
女】【のためにコ【歌う] 【ているコ【た〕

【母親】【は】 【木】 【の下】 【の】【彼女】 【のコ【小さいコ【少
女】【のために】 【歌う】 【ている】【た】
G

図4:都訳実行結果のログ(一部)

図4は実装した翻訳システムで翻訳を行なったもの

の一部である.一文ごとに翻訳を行ない,原文,最大

評価の訳文,評価値の順に出力する.

4.2　規則の収集

翻訳システムを構築するためには,解析,翻訳に用

いる翻訳文法規則を収集することも重要となる.規則

の収集に際して札　2.3で分類した3種の規則に対し,

規則の収集方法を次のように変えていく.

●簿尭規則

簿魚規則は単語辞書に当たるため,電子化された

既存の単行辞書を用いて自動的に獲得することが

可能である.本研究においてはEDR電子化辞事

(英語単語辞書および日本語単語辞書)を利用して
語尭規則を収集した.詩集規則に与えられる訳語

はパターンが使われなかった場合のデフォルト訳

語となるため,単語に対して最も一般的な訳語を

与えるものとして対訳辞書の第-語義に載ってい

る訳語を与えるのが妥当だと思われる.ただし,

EDR電子化辞書では語義に対して順位付けされ

ていないため,各語義に与えられた頻度情報を利

用して最頻度の語義をその単語のデフォルト訳語

として採用した.

●汎用規則

汎用規則は統語構造だけを表せればよく,その数

が爆発的に多くなるとは考えられない.そのため,

汎用規則に関しては人手で用意してもそれほど手

間は掛からない.本研究においても,汎用規則は

人手で用意するものとした.

●パターン規則

パターン規則は語尭共起パターンごとに用意して

おく必要がある.語尭共起パターンの収集に対し

ては,ある種の定型な統語構造(動詞と目的語と

の間の語嚢共起パターンなど)に限定すれば,共

起辞書や対訳コーパスを利用しての自動獲得も考

えられるが,一般的には機械による自動獲得は難

しいものと思われる.本研究においても,現在の

ところ,例文から必要となるであろうパターンを

人手で抜きだして規則を追加する,あるいは翻訳

が失敗した文に対しその文を翻訳するのに必要な

訳し分けパターンを追加するという方法で人手で

作成している.

5　実験

5.1　実験概要

今回実装した翻訳システムに対して簡単な予備実験

を行なった.実験の主な目的はシステムの動作確認と

規則の収集にある.和訳対象として中学3年生用の教

科書(ニューホライズン)[叫を採用した・教科書の各
章は大きく会話文,物語文,随筆に分かれているが,

そのうち会話文に関しては口語独特の表現も多く出て

きて,解析が扱いにくくなるため,会話文を外したう

ちの4章分(142文)を抜き出し翻訳対象とした・
翻訳文法規則は翻訳対象と同じデータから作成

したものを使った.活魚規則はEDR電子化辞書か

ら抽出したもののうち,翻訳対象内に現れた単語

に対するものだけに限定した3690個を用意した.

ただし,動詞や助動詞などで,活用形の違うもの

("take" ,"took","talcing"など)は同じ訳語を与えてい
るものの.それぞれ別の単帯として個々に請負規則を

-76-



用意する.汎用規則は191個を人手で作成し,用意し

た.191個は人手で用意するにしては数が多いが,こ

れは述語動詞句の扱うた桝こinflection(動詞が文の

要素となるために必要な付加情報囲.否定,時制,

紘,完了,進行からなる5つ組を用意)情報を追加し,

in且ectionの5つ組ごとに一つの汎用規則を用意して

訳語を与えるということを行なっており【8】[12】,この

述語動詞句に関する汎用規則136個を含むためである.

パターン規則は,今回は実験規模が小さいため,翻訳

対象文の中から語嚢共起パターンだと思われるものを

人手で抽出し,作成した790個を用意した.翻訳は1

文単位で行ない,評価値最大の訳文(評価値最大とな

る構文木から生成された訳文)だけを出力する.ただ

し,ここで))>l>10>
・>・)・を文区切りとし))は文区切りと
して扱わない.

訳文の評価は,原文と出力された訳文を見比べ,正

しい訳文が生成されているかどうかを人間がチェック

した.ただし,訳文の妥当性の評価基準を客感的に定

めることは難しい【21ため,今回は妥当な訳語が選択

されており,また句の係り先が間違っていないもの5を

正解と見なして評価した.

5.2　実験結果

実行結果の一部を紹介する.

●成功例

1. You will be all right soon.

(あなたはまもなく大丈夫だろう)

2. A few yeaxs passed, but the hole never filled

up・

(数年が過ぎた,しかし穴は一杯にならなか

った)

3. But he was too busy to notice it.

(しかし,彼はそれに気づくにはあまりに忙

しかった)

4. they want to increase food production by

growing new kinds of rice.

(彼らは米の新しい種類を育てることで食糧

生産を増やしたい)

1. 2のように係り受けの唆昧性もほとんどない単

語数の少ない単文や簡単な複文に関しては,ほぼ

5訳文を見たときに係り先が唆味な句の場合には.その旬が係
り得る候補の中に正しいものが含まれていればよいものとした.

問題なく翻訳することができた.また, 3の'too

形容詞to一不定詞」のような英語特有の言い回し

に関しても,パターン規則を追加することにより

翻訳することができた. 4のように多少長い文に

ついても,直訳調で少し読みにくくはあるものの

翻訳することができた.

●失敗例

1. Suddenly, a red marble hit the roof beside

him.

然
　
　
然

搾
弼
搾
弼

赤い大理石は彼のそばの屋根を打っ

赤い大理石は彼のそばに屋根を打っ

2. They could not even stand.

(彼らは立ち止まることを平らにすることが

できなかった)

3. He could show his feeling with music in-

stea.d of words.

(彼は単語にその代わりとして音楽と一緒に

彼の物に感覚を示すことができた)

4. he did not speak at all.

(彼は全てに話さなかった)

1では,前置詞句"beside him"の係り先の唆昧性

を解消できず, "beside him"が名詞"roof"に係

る場合と動詞"hit"に係る場合の2つの訳文が出

力された. 2では, "even"に対し「平らにする」

という意味の動詞が存在したため, "even"を動詞

だと見なして角噺が行なわれた. 3でも"his"を所

有代名詞として扱い, "his"を目的語, "feeling"

を目的格補語としてsvocの第5文型として解

析された. 4は,否定とallが一緒に現れる文に関

する問題で,英語ではr否定+all」は完全否定の

意味になるが,現在のところまだそれに対して対

処されていない. 4の文を訳すだけならば新たな

パターン規則を用意すればよいが,否定と"all"

が一緒に現れる構文パターンは他にも存在し,そ

れらをいくつかの構文パターンだけで表現できる

かどうかは考える必要がある.

今回の予備実験での正解訳数と誤訳数との比較は表

1のようになった.正解文は. (1)正しい訳文を一つし

か生成しなかったもの. (2)訳文は複数生成されたが

その中に正解となる訳文が含まれていたものとに分け

た.失敗文は. (3)そもそも解析に失敗して構文木を
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表1;実験結果

生成できなかったもの. (4)句の係り先が誤っている

ために訳文が間違っているもの. (5)訳語が正しくな

いものや現在未対処なため(例:否定軸11)に訳文が間

違っているものとに分けた.ただし. (3)で解析に失

敗したものの多くは疑問文や命令文であり,これらは

現在のところまだ取扱っていない.

表を見ると,翻訳に失敗したものの大多数は(4)で
あり,原文の解析に対する係り受け解析が失敗したこ

とによるものである・また. (2)における訳文の暖昧性
も係り先の暖昧性によるものがほとんどである.この

原因のひとつには,そもそも係り受け文脈自由文法に

おいて解析の精度を上げるためには大量の語嚢共起パ

ターンが必要となるのに対し,今回収集した規則数が

少ないことが挙げられる.また,汎用規則による汎化

では解析に対し語衆の係り受け情報を捨ててしまって

いることも問題となっているものと思われる・(3)を除
いて考えると,正解率は唆瞭性を許さなければ48.6%,

暖昧性を許しても67.6%と良くないが,失敗の原因が

係り受け解析によるものだと考えれば,それを除いた

正解率は唆昧性を許さなければ64.6%,唆昧性を許す

と89.9%となり,規則数が増えて係り受け解析の精度

が上がれば,翻訳に関してもある程度の精度が見込め

るものと思われる.

6　おわりに

本稿では,翻訳文法による変換主導型翻訳に対して,

その概要と実装について説明した.また,小規模な予

備実験を行なって翻訳処理の動作を確認した.現在の

ところは規則数も少なく,係り受け角折の精度が低い

ために翻訳の精度も上がらなかったが,これは規則を

十分に多く用意すればある程度解消できるものと思わ

れる.そこで.翻訳の精度を上げるためにも,大量の

パターン規則を用意する必要があるが,これをどのよ

うに獲得するのかが今後の課題となる.また,今回は

closed dataによる予備実験を行なったが, open data

に対しても実験を行ない本手法の有効性を確かめる必

要がある.
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要旨 近年のコンピュータ利用の拡大に伴い，大量のデータが蓄積され，社会活動の上で利用さ

れるようになっている．収集した大量のデータを利用できるように構成する際には，どのような利

用を想定しているのか，どのようなデータであるのか，またどのような方法でデータを取り出すの

かを明確にしなければならない．本研究では，データを構成するための索引として多重階層索引を

利用することで，これらの点に対応する．多重階層索引は，データ集合を性質ごとに階層構造で分

類し，利用できるようにするものである．階層索引は固定的なものではなく，データの分類，整理

に伴って改良されていく．また利用者は独自のビュ，-を構築でき，利用に合わせて，作成，改良が

できる．本稿では，そのような進化する多重階層索引の実現方式について検討する．

Abstract With the expansion of use of computers in recent years, a large amount of data is 

stored and used on social activities. When we organize a large amount of collected data, we must 

investigate what kind of use is estimated, what kind of data is used and, how does the system 

extract data. In this research, we cope with these points by using multiple hierarchical indices, 

as the index to organize data. Multiple hierarchical indices classify data set into hierarchical 

structures for each characteristic, and make it possible to be conveniently used. Hierarchical 

indices are not fixed, and they are being improved with classifying and arranging of data. While 

users can organize own view, and it is possible to make and improve it with own use. In this 

paper, we discuss the implementation of evolutional multiple hierarchical indices. 

1. はじめに

近年の計算機の高性能化，小型化は著しく，様々な

社会活動の上で利用されている．またネットワーク技

術の発展と広帯域インフラの整備に伴い，多様な大容

量のデータが流通している．そのため，大量の情報を

蓄え，それを利用するシステムの開発が急務となって

おり，そのような利用を実現するために様々な研究が

行われている．

収集した大量のデータから必要なデータを取り出

すためには，データを整理し，分類しておくことが有

用である．分類を行うことでデータ集合が生成される

が，この数が多くなると，必要なデータを取り出す際

の侯補が多くなり利用しづらくなる．逆にデータ集合

の数が少ないと， 1つの集合に含まれるデータ数が多

くなり，取り出したデータに対して，さらなるデータ

の選択処理が必要になる．つまり，分類の粒度が問題

となる．

データの整理，分類を行う方法として，複数の分類

階層を用いたものがある［1]. 分類階層とは，分類の基

準となるデータが有する性質ごとにデータを階層的に

分類したものであり，分類の粒度の問題にも対応する

ことができる．分類階層はデータの論理的な構成であ

り，実際の利用においては，分類階層を合成して得ら

れる複合階層をビューとして提供することで，利用者

の要求に柔軟に対応する．

収集したデータを利用できるようにするためには，
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それらをどのように構成し,提供するのかを検討しな

ければならない.そのために次の点を考慮する必要が

ある.

[どのような利用を想定しているのか]

条件を満たすデータは存在するのか,ある事柄につ

いて知るためにはどのデータが必要か,またあるデー

タの存在は明らかだが,それはどういった内容のもの

であるか【2】,などが重要となる.

控のようなデータなのか】

必要なデータを効率よく取り出すためには,データ

に対する索引を構成しておくと有用であり.現在,種々

の方法が提案されている.画像や映像などのマルチメ

ディアデータに関しては,メタデータを用いたものや

特徴量ベクトル【3,4】を用いたものがある.また文事

データに対して,キーワード検索を行うための索引技

術として,転置ファイルやシグネチャファイル【5,6】を

用いたものがある.どのようなデータを提供するかに

よって,最も通した索引構成をする必要がある.

【どのようにデータを構成するのか]

収集したデータをどのように蓄えておくのかとい

うことも考慮する必要がある.例えばデータがデータ

ベース管理システムを用いて構成されるデータベース

システムや,データにタグやラベルを付けて自身の情

報を持たせる半構造データベースなどがある.

[どのようにデータを取り出すのか]

何らかの方法で構成されたデータから必要なものを

取り出すためには,データを検索しなければならない.

データベースシステムでは, SQLなどの問い合わせ

語を利用することで,データが有する属性間の関連か

らデータを取り出す.また情報検索システムでは,索

引やパタン照合を用いて入力されたキーワードをもと

に検索し.必要なデータを取り出す.

本研究のシステムは,これらの点に対処することが

可能である.利用目的によって,データ検索の形態は

異なる.条件を満たすようなデータの有無が問題とな

る場合もあれば,存在が明らかなデータの内容が問題

となる場合もある.また条件を満たすようなデータが

存在するとしても,その件数が問題となることも多い.

これらの検索においては,データが持つ性質を検索条

件としていかに利用するかが重要であり,データの特

徴的な性質をもとに構成される分類階層は有効である.

またデータの効率的な検索には索引が必要である

が,データの種類を問わない分類階層は,様々な種類

のデータの索引を構成することが可能である.つまり

データの種類に合わせて索引構成を変える必要がない.

一般的にデータベースシステムは,統一的な方法で

データを扱うことができるが,データの分類が固定的

になってしまう.また半構造データベースは,異なる

構造を有する各種データを統合して利用することが

できるが,どのようにタグやラベルを付けるかという

問題が残る.このような問題に対し,分類階層を用い

ることで,データを動的に構造化できるだけでなく,

データの多様性にも対処できる.

必要なデータを取り出すために, SQI一などの問い
合わせ言語を用いる場合は,利用者がデータの物理的

な構成について,ある程度の知識を持っている必要が

ある.また情報検索システムを利用する場合も,必要

なデータに関する知識がなければ,適当なキーワード

を作成することは難しい.本システムは,データの分

類基準である性質をもとにデータを取り出すため,刺

用者に対して,このような知識の要求を軽減する.

データの分類に関して,システムの運用開始時に

対象となるデータが少ない場合は,データを1件ず

つ手動で分類することで対処することができる.また

データが多い場合には,分類を自動で行えるほうがよ

い.例えば,ある述語Pを定義し,それに基づいた

グループを作成するといったことが考えられる.しか

し多様な種類のデータを対象とする場合,そのような

述語Pを定義するのは困難である.そのため本稿で

は,対象となるデータが分類階層を用いて分類できる

ものとし,その実現方法には触れない.その上で,複

数の独立した分類階層を,データ検索のための索引と

して利用する多重階層索引の実現方式について検討す

る.データの分類,整理に伴う階層構造の変更を,刺

用者がビュー上で柔軟に行うことができる.そのため

利用者は,利用目的に合わせて独自のビューを構築す

ることが可能である.

2.データの分類と階層の生成

対象となるデータをオブジェクトO,分類によって

生成されたオブジェクトの集合をグループ9とする.

グループgを構成するオブジェクトの集合をm(g) -

{ol>02>-.On}で表し,グルーフ賀合gに対して�"(g)

-Ugegm(g)とする・また・すべてのオブジェクト
からなる集合をグループgUとする.

[例1]　オブジェクトはいくつかの性質を持ってお

り,それを用いて分類する.ある利用者は, gUをま

ず9aと9bに分け,さらに, gaをgalと9a23に, gb

を9bl>562,063に分けたとする(図1 (a)).ここで,

9a2Zは　9a2とga3の和集合である.一九オブジェ

クトを9u92,93に分け.次に91を9alとgblに分

け, 92と93をまとめて923として扱う方がよいとす
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る利用者がいるかもしれない(図1 (b)).このよう

に,利用者が必要とする階層構造では,分類に用いる

性質の順序や階層のレベルの違いが生じる.　ロ

9U

9a9b
A/l¥9U

91
A923
A

Sal9a2Z9b19b29bZ9a15619293

(a)(b)

図1データの分類

オブジェクト集合0に対し,オブジェクトを分類

してグループを作成する.グループ9を定義する方

法には,次のものがある.

[外延的グループ]オブジェクト集合0に対し,要

素を列挙して9を定義する�"(9)-{-i,02,-,On}

(oi∈0)である.

[内包的グループ]オブジェクト集合0に対し,要

素の満たすべき性質によって9を定義する.m(g)-

{o¥Pg(o),o∈0)である・ここで,Pgはgに含ま

れるオブジェクトが満たす性質を表す述帯である.

グループ9のオブジェクト集合はさらに分類され

る.このようにして生成された階層をグループの分割

とよぶ.

【定義1]グループの集合Dg-{9i,92,'--,9m}で.

9i(1≦i≦m)がm(g)に対して定義されていると

き,Dgは9の分割であるといい,9を分割の乳gi

を分割の子という.ロ

[例2]すべてのオブジェクトからなるグループgU

を3つのグループ9u92,93に分類する・{gi,92,93}

は,gUの分割である(図2(a)).guは他の性質によっ

てwa,9b}にも分割される(図2(b)).{^1,52,^3}

と{9a,9b}が独立であれば,91∩ga≠の,91∩gb≠¢

などとなる.口

逆に,すでに存在する複数のグループをまとめて1

つのグループとする場合がある.グループに含まれる

オブジェクトの性質により定義されていることから,

内包的グループの一種とみなすことができる.

[定義2]グループ9が{9l>92,-i9m}の和集合

として定義されている,すなわちm(g)-UEim(ォ)

// ¥一一、

91　　02　　53

(a)

∴
9a　　9b

(b)

図2　グループの分割

であるとき, 9はSg-{51.52,-i9m}の統合である
といい, 9を統合の親, 9iを統合の子という.ロ

9'が9の分割{01.02, - 9m}の部分集合{#1>92,

…,9k) (k<m)の統合であれば, (9′ 9k+l,・・',9m}

も9の分割である.

[例3]図2(a)の分割で, 92と93の分割を必要

としない利用者がいたとする・{92,93}の統合923を

導入する(図3)と. {51^23}もgUの分割となる.
蝣

∴
91　　023

92　　93

図3　グループの統合

グループは分割と統合を複数回適用して生成される.

分割と統合により,グループの包含関係の階層ができ

る. 9はgiの親,またはgiの祖先9′の親のときgi

の祖先, 9iを9の子孫であるという.また,すべて

のグループの集合をGとする.

分割における9とDgや統合における9とS9の
関係は,グループの階層を維持管理するための重要な

性質である.

[定義3] 9の子グループの集合9 - {9U92,-

9m)は, ∪毘im(gi) -m(g)のとき9に対して完全

であるといい, UiUm(9i) c m(g)のとき9に対し

て不完全であるという・また, 9は�"(9i)nm(#)-¢

(i≠j)のとき単純であるという.　　　　　ロ

一般には,不完全な階層や単純でない階層が要求さ

れる場合がある.そのような階層を実現するた糾こ,

論理的な構造と物理的な構造を分離する.
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不完全な階層に対しては,どの子グループにも含ま

れないオブジェクトからなるグループを導入して対処

する.

[定義4] 9の子グループの集合9 - {sl>02サ'

9m)が不完全であるとき. m(gc) -m(g)-m(g)とな

るグループ9。を9のgに対する補完という.ロ

不完全であるように作成された階層であっても,補

完を加えることによって完全な階層とすることがで

きる.

グループの分割は.不完全であるものも存在するが,

統合による親グループの生成では,子グループ集合は

親グループに対して完全である.分割,統合ともに,

親グループに対する子グループ集合は,単純でないも

のが存在し得る.

統合によるグループ9′がグループ9の分割ち-

¥9l>92,・・・,9m}の部分集合Sg′に対して定義された

とき・グループ集合Dム- (D9S9,)∪{</}も9の分

割となる.グループ9'が複数の分割の部分集合の和

集合S9, -∪*=!蝣ム` (DL` ⊆Dg`)の統合であり,分割
の親グループで共通集合を持つものが存在するとき,

すなわち,あるhJに対しm(gi)nm(9j) ≠のである

とき, g′は単純とはならないことがある.

単純でない階層に対しては,共通集合と差集合に分

割した子グループ集合とすることで単純な階層とする

ことができる.

[定義5] 9の子グループの集合9 - {9ii92,-,

9m}が単純でないときサrn(gi)nm(9j)≠¢となる子

グループ9u9jを要素がm(9i)nm(gj), m{gi)-m(gj),

�"{9j) -m(gi)となるグループで置き換える換作を繰

り返し.単純な階層となったものをgの単純化とい
う.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□

不完全な階層と同様に,作成された階層が単純でな

ければ,単純化することで容易な管理が可能となる.

共通集合が若干である場合tt.物理的に単純化する

ことで対処できるが,共通集合が多い場合は,一般に

は分割が独立した概念を複合して行われている場合

が多い.すなわち,共通集合を持たない9の最大部

分集合を子グループ集合とする階層を複数作ることで

対処できる.しかし本報告でtも議論の衝略化のため

に, 9の子グループの集合9が単純である,すなわち

m(9i)nm(gj)-¢ (i ≠j)であるものとする・

3.多重階層索引の構成

分類階層のグループをどのように記憶し,多重階層

索引として構成するかについて検討する.グループに

属するオブジェクト集合の記憶方法として次のものが

ある.

[オブジェクトによる表珂

グループ9について, 9に属するオブジェクトの識

別子を列挙する. gのオブジェクト集合は直接求める

ことができる.

[子グループ集合による表現】

グループ9について, 9の子グループ集合を記憶す

る. 9のオブジェクト集合は,子グループのオブジェ

クト集合の和集合として求める.

(条件式による表現]

グループ9が内包的に定義されているとき,その

定義の述帯Pのみを記憶する. 9のオブジェクト集

創ま, 9の親グループのオブジェクト集合で, Pを真

にするオブジェクトとして求める.

条件式による表現は,グループのオブジェクトを求

める際に,実データにアクセスする必要があり,十分

な処理速度を得られない.またオブジェクトによる表

現は,あるグループ9とその子グループ91が,重複

してオブジェクトの情報を持つため,グループの変更

を柔軟に行うことができない.そこで本システムでは,

階層の菓となるグループはオブジェクトによる表現,

菜でないグループは子グループ集合による表現を採用

する.

子グループ集合のいずれのグループにも含まれない

オブジェクトが存在するとき,そのようなオブジェク

トも9に属するものとして記憶する必要がある・そ

れらのオブジェクトからなる仮想的なグループ9。を

作ることにより, 9はすべての子グループのオブジェ

クトの和集合として統一的に処理することができるよ

うになる.新たに追加されまだ分類できていないオブ

ジェクトに対しては.一時的に利用するグループとし

てgtを作る. 9。やgtは,システム内部で用いるグ

ループとし,利用者には見えないようにする.

多重階層索引は,各階層を故別するためのファイル

と階層内でのグループ情報のファイルで記憶する.

階層データファイル

・Hid :階層織別子

・Hn　　階層名

・Hr。。t '根グループ

グループデータファイル

・Gid :グループ識別子
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Gr　　グループ名

Gtype :グループの種類(薬か子を持つか)

IDiut:葉のときオブジェクトリスト,集でないと

き子グループリスト

[木構造の表司
本システムでは,まず,これらのデータをメモリ上

に読み込み,プログラム上で展開して木構造を作成し,

表示する.これが多重階層索引である.データは処理

の度に読み込むのではなく.最初に一度辞み込むだけ

である.表示された木は,分類階層に対応し,節点で

あるグループが検索条件として選択される.

[中間条件の表示]

一度の条件指定で問い合わせを実行するのではなく,

いったん中間条件としていくつかの条件を指定し,そ

の中から最終条件を生成する.そのため,表示された

分類階層から条件生成に必要なグループを選択し,義

示する.

圃終条件の表示と問い合わせの実行】
中間条件から生成した最終条件を表示し,それでよ

ければ問い合わせを実行する.最後に問い合わせの結

果となるオブジェクトの識別子を表示する.

4.利用者インタフェース

多重階層索引を用いたデータ検索では,衰示され

た複数の分類階層からグループを選択し,検索条件を

生成する.本節ではグループの選択を行い,検索条件

を生成するための利用者インタフェースについて議論

する.

WW上での実現では,利用の容易性と速度を考

慮しなければならない。容易な操作を可能とするため

には細やかな会話処理が望ましいが,システムを構築

したサイト-のアクセス回数が増えると,現時点では

ネットワークの速度が十分に速くない場合があり,秦

示の更新に時間がかかることがある。そのため,本シス

テムでは,通信回数が少なくなるようなインタフェー

スの構成とする。

利用者に対して表示するのは,多重階層索引,中間

条件,最終条件,問い合わせの結果である.図4 (a)

は表示された多重階層索引である.

押間条件の生成1
中間条件を生成するた桝こ,利用者は表示された多

重階層索引からグループを選択する.図4 (b)は指定
された中間条件である.利用者はこれらのグループか

ら最終条件を生成する.

[最終条件の生成】
中間条件として選択されたグループから, 1つまた

は複数のグループを最終条件として指定する.複数の

グループが指定された場合は,それらの論理積が最終

条件の1つとなる.図4 (c)は指定された最終条件で
ある.この条件でよければ問合せを実行するが,結果

となるのは,すべての条件の論理和である.

問合せの結果としてオブジェクトの識別子が表示さ

れるが,この結果に活足しなければ.条件を変更する.

[条件の追加1
結果の数が多い場合は,さらに条件を加えて結果

を絞り込む.すでに中間条件として指定されているグ

ループから新しい最終条件を生成するか,または多重

階層索引からさらに新しいグループを中間条件として

追加し,最終条件を生成する.最終条件として指定さ
れているものを修正してもよい.

[条件の緩和】
結果の数が少ない場合は,条件を絞めて結果の数を

増やす.すでに最終条件として指定されているものを

修正するか,または削除する.

5.階層構造の変更

データを整理して利用する過程で,さらなる分類の

追加やすでに存在するグループの統合などを行い,分

類階層を修正することを可能とする.このような階層

構造の進化が本システムの特徴の1つである.本節で

は,システムの利用に伴う階層構造の変更について議

論する.

利用者が多重階層索引を利用していくに従って,階

層構造を変更したいという要求が生じることがある.

例えば,システムを利用して得られた結果が多けれ

ば,さらに絞り込みのための検索を行うことになる.

また結果の数が少なければ,条件を緩和して結果の数

を増やす必要がある.前者の場合には,既存の階層の

グループを分割し,後者の場合には,複数のグループ

を統合しておいた方が利用しやすい.さらにデータの

増減によっても階層構造の変更,つまり新しいグルー

プの追加や不必要なグループの削除といった操作が必

要となる.

利用に合わせて階層構造を進化させていくためには,

グループの追加,削除,統合,分割の4つの操作がで

きれば十分である.換作を行う際には,対象となるグ

ループが葉か,菜でないかを注意しなければならない.

また換作に伴い,既存のグループのTtypeやIDii3tを
変更する必要がある.

Iグループの追瑚

既存のグループには属さないデータを分類するため,

新しいグループを追加する.ある特定の性質を有する

-85-



1地域分類 ＾ 
I Iーー日本 ― 
I I I-—九州
I I Iーー四国
I I Iー一沖縄
I I I-—北海這
I Iーー中国
I I一一輯国
I Iーーアメリカ
I Iーーフランス

B芍代分類
I Iーー江戸B寺代
I I-—明治B芍代
I Iーー縄文B寺代
I I-—近代
I Iー一現代

分野分類
I Iー一経済学
I I一ー経宮学
i i-—工学 二

(a) 

日本—ー九州
日本一ー北海追
輯国
アメリカ

麒
分野分類—ー経済学

(b) 

日本-北海這
日本ー一九州 AND韓国
アメリカ AND分野分災員一ー経済学
近代 AND分野分類ーー経済学

(c) 

図4 利用者インタフェース

データが増えれば， gCではない新しいグループに分

類する必要が出てくる．対象となるグループgが葉で

ない場合は，単に新しいグループを追加するだけでよ

いが，葉の場合には， gのオプジェクトを aに移し

てから，新しいグループを追加しなければならない．

またグループの統合や分割の際にも，この操作が必要

となる．

［グループの削除］

グループの統合や分割などに伴い，必要がなくなっ

たグループは削除する．対象となるグループ gが葉

でない場合は， gの子グループが gの親グループの子

．グループとなる．葉の場合には， gのオブジェクトを

9tに移してから， gを削除しなければならない．

［グループの統合］

既存のグループ構成が細かすぎて利用しにくい場合

に，複数のグループを 1つにまとめる．グループの統

合は，その対象となるグループ集合の上位レベルにグ

ループを追加するもので，グループ集合のタイプには

依らないまたこの操作は，兄弟グループ間のみで可

能であるものとする．

［グループの分割］

既存のグループ構成が大まかすぎて利用しにくい場

合に， 1つのグループを複数に分ける．対象となるグ

ループ gが葉でない場合は， gの削除と同じ操作にな

る．葉の場合には， gに対するグループの追加の繰り

返しになる．

このように分類階層に対して，厳密には追加，削除，

統合の 3つの操作を行うことで，利用者の要求に応じ

た柔軟な階層構造の変更が可能となる．

6. 多重階層索引のビュー

多重階層索引は階層構造をそのまま示したもので，

すべての利用者にとって使いやすいとは限らない．そ

こで利用者ごとに使いやすく改良できるように，個々

の利用者にビューを提供する．ビューは物理的な階層

構造から不必要なものを削除して，必要なものだけを

利用するものとする．

［例 4] 図5(a)は物理的な階層構造である．（a）の

中で 9bの子グループ 9bl,9b2, 9b3は不必要なので削

除する．（b)はそのような階層構造のビューである．

9/9¥  9b 9/9¥9b 

I¥／↓＼ ／＼ 
9al 9a23 9bl 9b2 9b3 9al 9a23 

(a) (b) 

図5 階層構造のビュー

ロ
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ビューはその定義により階層構造から生成できる階

層である.ビューの定義は,不必要なグループの削除

と,必要なグループの挿入がある.

菓グループの削除では,それに属するオブジェクト

は,その他を表すグループのオブジュクトと同様に,

親グループには含まれるがそれを含むグループがな

いオブジェクトとして扱う.例4はそのようなビュー

の構成である.中間グループの削除は,そのグループ

の子グループを残す場合と残さない場合がある.子グ

ループを残さない場合は菓グループの削除と同様に扱

う.子グループを残す場合は,子グループを削除する

グループの親グループの直接の子とする.

本システムでは,ビューのみ-のグループの挿入は

できないとしている.すなわち,ビューに現れるグルー

プは存在しない.そのようなグループが必要であれば,

物理的に作成しておく.これにより,ビューと物理構

造のグループが対応するので,ビューでの指定による

オブジェクトの抽出やビューの編集が容易となる.

物理的な階層構造と同様に,ビューも進化する.ビ

ューの変更がビューにだけ影響する場合と物理構造の

・変更にも及ぶ場合がある.ビューにだけ影響する場合

は,すでに変更のために必要なグループが物理的に

存在するので,その変更をビューに適用するだけであ

る.物理構造の変更にも及ぶ場合には,変更に必要な

グループが物理的に存在しないので,まず必要なグ

ループを物理的に作成し,その後ビューに通用する.

逆に,物理的な階層構造の変化はビューに影響を与

えてはならない.ビューに使用されているグループは

削除できず,物理構造の進化に伴いビューの定義を自

動的に修正する.

7.むすぴ

データ集合に対し,全体を階層構造で表す多重分類

階層の構成について検討し,利用に伴う階層索引の進

化を物理的な階層構造と論理的なビューから考察した.

ビューの進化では,それがビューだけにとどまるの

か,または物理的にも影響を及ぼすのかということが

重要である.物理的にも影響が出てくる場合は,物理

構造を変更した上でビューを変更しなければならない.

またそのようなビューの変更を行う際には,その変更

が他の利用者のビューに影響していないかどうかも検

討する必要がある.

また今回は階層構造を根本的に変えるような進化,

例えば兄弟関係にないグループ同士の統合を考慮して

いない.こういった階層構造の進化についても,今後

対応できるようシステムを改良する必要がある.

利用者の使いやすさという点から見ると,本シス

テムは,通信回数を減らす方向でインタフェースを検

討したため,変更の余地がある.どのようなインタ

フェースにすれば使いやすいのかを考慮しながら,イ

ンタフェースを開発しなければならない.

本稿では.グループ間に重複はないという仮定の

もとで議論を進めた.しかしデータを分類していくこ

とを考えると,重複があるほうが利用しやすく,現実

的である場合もある.ビューや物理構造の変更につい

ては,重複を認めると,今回検討した方法はそのまま

適用できない.また実際のシステムの利用において,

データの件数が表示されていると有益であるが,これ

はグループ間に重複があると実現が難しい.このよう

な重複に関わる問題も今後の重要な研究課題である.
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概要　KUARO (九州大学アジア総合研究機構)からの要求をうけ、 「アジアに関する各種情報

の収集、管理、発信」の基盤となることを目的としたオブジェクトDB駆動Webデータベース(KUARO

Database)の設計およびに実装を行った。本論文ではKUARODatabase構築の上でのKUAROからの

詳細な要求事項、それに対する解決法について述べるとともに、 KUARO Databaseの特徴と、その

実装法、実装内容のユーザ評価について触れる。

Abstract At a KUARO's(Kyushu University Asian Research Organization)

request,we designed and implemented the KUARO Database which driving the

Object Database as the base of collection,administration,dispatch of the various

data about Asia.

This paper presents the minute demand from KUARO and a way out of it.And

explain the characteristic,implementation.and evaluation of this database.
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1.はじめに

九州大学アジア総合研究機構

(KUARO)は,九州大学の戦略として,

アジアを軸とした知的交流の活性化,分

野を超えたネットワークを形成するこ

とによる新たな知の構築,アジア総合研

究(学際的研究の柱)の支援などを行っ

ている九州大学内の組織である.

KUAKOでは,アジアに関する各種の

情報の収集,管理,発信ならびに,九州

大学でのアジアを軸としたアジア総合

研究のポータルサイト作りをねらいと

して, KUAKOデータベースの開発と整

備を行いつつある.データベース化され

るデータ項目としては,図1に示すよう

に,アジアを軸とした知的交流の情報

(研究プロジェクト,国,地域,研究者,

研究機閑,研究業績など),九州大学教

官とアジアの研究者との交流に関する

情報(出張記録,海外の研究者の招碑等),

KUAEOそのものの活動に関する情報

(刊行物,イベント等),その他アジア

研究に関連する各種の情報がある.

KUAROデータベースシステムは,

Webと連携していて,ユーザが,直接,

データの検索,登録,更新を行うような

オープンなシステムである.データの登

録,更新は,ユーザ登録をしたユーザが,

自らWebブラウザで行う(データベー

ス管理者の手を煩わせる必要は無い).

データは,公開情報と非公開情報に分か

れる.公開情報は,ユーザがデータを登

録,更新したら即時で公開され, www

ブラウザからの検索ができる(そのため

のデータ検索機能については3章で説

明する).

図1.データベース化すべきデータ項目

非公開情報は,関係者向け情報(海外渡

航者情報の詳細,報告書,申請書)と,

ユーザ登録に関係する情報である.

KUAEOデータベースの目的が,九州

大学教官の研究支援と,九州大からの情

報発信にあることから,いかに質の高い

データを,いかに簡単に(ユーザやデー

タベース管理者に負担をかけずに)整備

するかが, KUAROデータベースの課題

となった.具体的には, KUAEOデータ

ベースシステムの開発において,次の4

つの設計指針を立てた.

1. Webサーバだけでは実現できない

「データベース」ならではの機能を

実現する.具体的には,教官の海外

渡航の記録をデータベース化して

おいて,あとでその統計情報を得る

などの機能である.

2. KUAROデータベースとWebサイト

の管理の手間を軽減するように工

夫する

3.九州大学内の他のWebページへのリ

ンク情報を提供する

4. KUAROデータベースのデータ整備

を促進するために,教官自身がデー
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夕登録を行ってメリットとなるよ

うな機能を組み込む

現状では,データベース運用を始めた

ばかりであるが,今後,データベースの

整備を進め,九州大学の教官への各種サ

ービスの提供を行うとともに,アジアの

拠点大学(ネットワークポイント)との

連携,サイト運営ノウハウの蓄積と公開,

九州大学職員へのrWebサイトの場」の

提供を進めていく予定である.

2. KUAROデータベースシステム権

舵

2. 1　KUARO Webページ構成

KUAEO Web　ページ(URL　は

http:〟www.lyceum.kyushiru.ac.jp )で

は, KUAEOの紹介(概要,目的,機能,

組織など),アジアの拠点大学(ネット

ワークポイント)に関する情報の公開な

どを行うとともに, KUAROデータベー

スと連携したWebページが組み込まれ

ている.具体的には,以下の2種である.

1.データベースの検索,登録,更新を

行うWebページ.現在までに,デ

ータ検索,登録の機能は実装済みで

ある(図2).

2.組織別に整理された情報の公開を

行うWebページ.このWebページ

は,データベース内の組織データか

ら自動的に生成される. Webペー

ジは,部局,部門の単位で階層的に

整理されている.

はじめ,データベース内に登録され

た組織データが一覧表示(図3)さ

れ,組織のひとつを選ぶと,その詳

細情報(下位組織など)が現れる.

図2. Webから使用できる機能

図3.組織データの一覧表示

こうして,リンクの辿りによって,

各部門の情報(各部門のWebペー

ジへのリンクなど)に至る.

2. 2　データ検索

(1 )文字列の部分一致

1つあるいは複数の文字列を与え,文

字列の部分一致による検索を行う.複数

の文字列を与えるときは,ブ-レアン検

秦(and, orの組み合わせ)を行う.
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図4.地図検索画面

図5.出張書類の作成支援

図6.九州大内Webページのインデックス

(2)地図検索

団が関係しているデータ(国外の研究者

や機関.国そのものの情報)では,地図
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を用いた検索に意味がある.地図検索で

は,国による検索と,地域による検索を

考えた.

a.国による検索

地図中で目的の国を探し,地図中のそ

の国をクリックすることにより,その国

の国名を文字列として与えたときの部

分一致検索と同じ検索結果を得る.

b.地域による検索

地域とは,東南アジア,ヨーロッパな

ど,地図上に表示された文字列である.

地域の文字列が書いてあるボタンをク

リックすることにより,その地域に所属

する全ての国の国名を与えた場合の検

索と同じ検索結果を得る.

2. 3　出張書類の作成支援

出張書類の自動生成機能とは,ユーザ

登録している教官が,出張日,出張先,

出張目的などの項目をデータベースに

登録すると,それが「出張記録」として

データベースに保存されるとともに(後

ほどになって,国別,費用別などの統計

をとるのに利用予定),出張書類(マイ

クロソフトWordファイル)にそれらが

自動的に記入されるという機能である.

氏名,所属など,ユーザが登録済みのデ

ータは,自動的に補完される(図5).

これは,教官自身がデータ登録を行って

メリットとなるような機能として実装

した.

2. 4　九州大内Webページのイン

デックス

九州大内のWebページを巡回,ダウ

ンロード,キャッシングを行い,それら

Webページのインデックスを作成する

(図6). KUAROデータベースは,ア



ジアに関する各種の情報の収集,管乳

発信の機能を持つが,同時に,九州大内

のWebページへ入り込むための「入り

口」としても機能する.

2. 5　ユーザ登録とユーザ認証

データペ-スの検索,登録,更新を行

う　Webページから行うが,不正なデー

タ操作を防ぐ(着意のあるユーザなど)

ために,ユーザ登録を行ったユーザのみ

が,これらデータ操作を行える仕組みが

必要である.

ユーザ登録は,あらかじめKUARO

データベースシステムに登録済みのTP

アドレスからのみ行えるように爽装す

る.これは,限られたユーザ(例えば,

九州大の教官,事務官)

図7.ユ-ザ登録のODQL文
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図8.データ登録のODQL文
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図9.データ検索のODQL文

図1 0.ユーザ認証のODQL文
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のみにユーザ登録を制限するためであ

る.ユーザ登録が行われるたびに,デー

タベース管理者に電子メールで自動通

知される.

3.オブジェクトデータベース

Jasmineによる実装

3. 1 ODQL記述

Web上からの各種のデータペ-ス操

作は, Jasmine </) Weblink機能を使っ

て実装した. Weblink機能では,

HTMLファイル内に, ODQL文と呼ば

れるデータペ-ス問い合わせ文を記述

する.ユ-ザ登録,データ登録,データ

検索のODQL文の例を図7から図1 0

に示している.

3. 2　ユーザ登録

ユーザは,Webページのユーザ登録フ

ォ-ム(図1 1)に,以下の項目を入力す

ることによってユーザ登録を完了する.

●　氏名

*　パスワード(文字列)

●　生年月日

●　電話番号

●　住所

●　メールアドレス

●　補助検索時の検索範囲
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図1 5.教官データ再入力フォーム

3. 3　デ-タ登録

データ登録では.ユーザが, Webペー

ジのデータ入力フォームにデータを入

力し,データ確認画面で確認して,登録

を終える.確認画面で間追いに気が付い

た唱合には. IIi人JJ桝It'llt二u->て、テー1-

タの再入力を行うことが可能である.こ

の再入力痢耐ま,以前に入力したデータ

が残っているため,最初から人ノJし直す

よりは手間が少ない(「教官」デ-タの

データ人力フォームを図1 2,データ確

認I由摘iを図1 3,再人jJ画面をI*11 5に

示している).

ユーザがデータを入力すると.必須属

性が全て人JJされたかがシステム側で

チェックされる.必須属性の数は、なる

べく少なくなるようにしている(図1

1).足りない喝合には,再人JJl珂面で

再入力を行うように促される.

3. 4　ユーザ認証

ユーザ認証は,ユーザ登録時にユーザ

が入1]したパスワード,あるいはユーザ

の個人橘幸酎こよって行う.パスワードを

忘れることはしばしばありえるから.個

人情事削こよる認証機能も必要である.

放証

~ヰ‥きき二∴::i
DB

[

パスワードを忘れた堵合

BSE3日目

図1 6.データ登録におけるユーザ認証

l瑚1 7. WWWとデータベースの連携
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ユーザ登録時にユーザ名をC○○kloに保存

検兼画面で(:lx>kieの中*を挟み込み

入力フォームの初期

■l什JFド「一一°一.`1..、...〟

nmt■

蝣am r㌢-こ-　^'

伽一㌢露頭監∋

f翫'' T'r'"*'
>蝣! '

cookI●を使用していないユーザはユーザ名を手動入力

図1 8. Cookieによるユーザの識別

認証に使われる個人情報として,生年月日

と電話番号を使用した.ユーザ認証が必要

になるのは,データ登録のとき,及びデー

タ検索のうち一部の場合である.

(1)データ登録におけるユーザ認

証

データ登録時には,ユーザに氏名の入

力を義務付ける(図16).

(2)データ検索時におけるユーザ

認証

非公開情報に関するデータ検索時に

紘,ユーザ認証が行われる.ユーザの特

定が必要無いので,パスワードあるいは

個人情報の入力のみを義務付ける.

3. 5　　　とデータベースの連携

ユーザが, KUAROデータベース内の

データのみでの検索に満足しないとき

は,ユーザは,同じキーワードを用いて

www上の情報も検索することも可能

である.これを補助検索機能という.棉

助検索機能では,事前に検索対象ページ

(つまり九州大内のWebページ)をダ

ウンロードしておき,これらからインデ

ックスファイルを作成しておく.これは,

KUARO Webページを,九州大内の他

のWebページへの入り口として機能さ

せる.実装には, namazuを用いた(図

17).

補助検索機能は,ユーザ認証と組み合

わせて,ユーザごとに,独自のインデッ

クスファイルを作る機能を持つ.補助枚

索機能の実行では,ユーザ認証を行って

いないユーザに対しては,デフォルトの

インデックスファイル(つまり,九州大

学内インデックスファイル)が使用され,

ユーザ認証を行ったユーザに対しては,

各自が持つインデックスが使用される.

補助検索機能におけるユーザ認証で

は,ユーザに,パスワードあるいは個人

情報の入力のみを義務付ける.ユーザの

識別には, Cookieを用いる.補助検索

画面では, Cookieを使って推定された

ユーザの氏名が表示され,ユーザに確認

してもらう. Cookieによる推定に間違

いがあった場合,またCookieを使用し

ていないユーザの場合は,氏名を入力し

てもらう.

4.現状と今後の課題

KUAEOの要求を解決することで、 Web

データベースとして稼動することは可

能になったが、現段階の　KUAEO

Ddatabaseについてユーザ、管理者の視

点から評価を行った結果、以下のような

解決すべき問題が挙げられた。

(1)修正、削除フォームの作成

現在のKUAEO DBではWeb上からの

データベースへのデータ登録作業が可

能になっているが、登録したデータの変

更や削除についての機能は実装されて
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おらず、一度登録したデータは管理者に

依頼することによってしか修正が行え

ないという問題がある。そこで、新たに

web上からデータの更新、削除を行える

ような機能を追加することで、ユーザへ

のデータ発信、データ収集の効率をいっ

そう高めていく必要がある

(2)入力データの自動修正機能

データを登録する際は、ユーザが入力

した内容をチェックしてエラーがある

と再入力を促すというアプローチを取

っているが、これはユーザにとっては手

間であることが考えられる。そこで、ユ

ーザのデータ登録までの手間を軽減す

る新たな手段として入力されたデータ

を自動的に修正し、登録する機能が必要

になると考えている。これは、電話番号

や年齢、英語氏名のような英数で入力す

る項目に対し、現在のように全角入力が

行われるとエラーを表示するというも

のではなく、データベース側で自動的に

半角への変更をおこない、エラーを出す

ことなく登録を進めようというもので

ある。これによって、ユーザにより快適

なデータ登録作業が提供できると考え

ている。

( 3) KUAEO Webページ構成

現在のKUARO Databaseは、 KUARO

のWebページ(図1 9)からKUARO

DBのWebページ(図20)にアクセス

し、そこからジャンル別データまたは組

織別のデータのページ(図2 1)に移行

した上で、はじめてデータの検索、登録

機能や九大組織データの情報閲覧が可

能となる(図22),つまり、データベ

ース内のデータを参照、管理しようとし

た際に、 KUAROのホームページにアク

セスしたユ-ザはそこから少なくとも

3つのステップを踏む必要があり、これ

もユーザにとってはかなりの手間とな

ることが考えられる。そこで、 Webペー

ジ構成の修正としてKUAROのトップ

ページとKUAEO DBのトップページ

を共存させ、 KUAROにアクセスしたユ

ーザがすぐにデータベースへのアクセ

スを行えるようにしようと考えている。

また、データベースに登録された最新の

イベント情報などをトップページに表

示することで、重要な情報はトップペー

ジから取得できるようにする。

図1 9. KUARO Webページのサイトマップ

図20. KUARO DBのサイトマップ

～　　　　　　　　‥
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ジャンル別の情報

mma玩

臥地域楕報検溌

フロジェクト綴熊

研究教帝機関根来

文魯検索

KUARO情報横糸

組織別の情報

九大の各組織毎の鳩報

図2 1. KUARODBのぺ-ジ構成
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図2 2. KUARODBで使用できる機能

5.おわりに

KUARO Webページはデータベー

スのデータを用いて構成している.これ

は,データベ-スの内容が変更されれば,

ページの構成も自動的に更新されるこ

とを意味する,

デ-タベースの操作は, Jasmineの

ODQLで行うが, ODQL文は, HTML

ファイルの中に埋め込まれていて,ユーー

ザの目には見えない.

今後は,英醇版の開発(現在Webぺ

3」は恩田毘CD*). T-^^-XOcp

身の盤億,システム全体の評価と改良を

行った上で、現在仮運用中のKUARO

DBを本学を代表するアジアへの情報発

信基盤として本格運営していけるような

ものにしていきたい。
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3次元数値モデルによる

九大新キャンパスの風況シミュレーション

Numerical Simulation of Airflow over the New Campus Area

of Kyushu University

内田孝紀†大屋裕二†

Takanori UCHIDA and Yuji OHYA

† -九州大学応用力学研究所

・Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University

要旨　　数百m～数十km程度の小規模スケールから中規模スケールまでの風況場解析を対象に開発し

た,局地的風況予測モデル(RIAM-COMPACT)の特徴を示し,九州大学新キャンパス移転地を含む実地

形上の風況場解析に適用した.特に新キャンパス移転地上とその周辺における風況特性を詳細に調べる

ため,ネストグリッドシステム(水平分解能A x= Ay=25m)を導入した.同時に行った風洞実験結果との比較か

ら,計算コードの有効性と計算結果の妥当性が示された.さらに,より現実に近い状況を模擬するため,新

キャンパス移転地が乱流境界層に埋没した場合の計算も行った.

Abstract In order to simulate unsteady three-dimensional airflow over complex terrain with

characteristic length scales of the order of kilometers, we have been examining the large-eddy

simulation (LES) technique using a石mte-difference method (FDM). These LES codes are referred

to as the RIAM-COMPACT (Research Institute for Applied坦echanics, Kyushu University,
迦putational里rediction of Airflow over　⊆pmplex Terrain). In this paper, using the
RIAM-COMPACT, We have performed the calculation of airflow over real complex terrain by

introducing the nested grid system ( A.x= Ay-25m). This area covers the new campus of Kyushu

University. Compared with the wind tunnel experiment, the numerical results show that the airflow

is locally accelerated or decelerated, due to the topographic effects. Furthermore, we earned out the

calculation ofturbulent airflow over the new campus area.

1.緒言

日本の地勢を概観すると,平坦な地形は少なく,複雑で

急峻な地形がほとんどである.したがって,欧米で汎用的

に使用されている既存の線形数値モデルl)を国内の局所

風況予測に適用した場合,その予測精度は著しく低下する.

この理由は,欧米の線形数値モデル1)が流れの剥離を伴わ

ない比較的なだらかな丘陵地形を対象にしているからであ

る.日本国内において地表面近くの風況特性を高精度に

数値予測するためには,風に対する地形効果を考慮するこ

とが極めて重要となる.すなわち,急峻な複雑地形に起因

して生じる剥離流や乱れなどを高精度に数値予測できる局

地的風況予測モデルの確立が強く期待されている.このよ

うな社会的,工学的要請があるにも関わらず,十分な予測

精度を有する数値モデルは未だ確立されておらず,各方

面で精力的な研究が行われている2-4)

我々は空間スケールで数百m～数十km程度の強風時お

よび弱風時の風環境予測を対象にした,

RIAM-COMPACT(Research　王nstitute for　△pplied

Mechanics, Kyushu university, ⊆辿putational Prediction of

△Mow over ⊆omplex王errain)と称する計算プログラムを開

発している5-10)具体的に強風時の風環境予測には,風力

発電の適地選定に関連した局所的な風の増速域と増速率

の推定などが含まれる.一方,弱風時の風環境予測には,
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安定成層状態下での大気汚染物質の移流拡散予測など

が含まれる.本研究ではR王AM-COMPACTを九州大学新

キャンパス移転地(図3を参帝)を含む実地形上の風況場解

析に適用した.また同時に風洞実験を行い,計算コードの

有効性と計算結果の妥当性を検証した.さらに,より現実に

近い状況を模擬するため,移転地が乱流境界層に埋没し

た場合の計算も行い,流入気流の速度勾配と乱れの影響

を検討した.

2. RIAM-COMPACTの概要

我々の開発した局地的風況予測モデル

RIAM-COMPACTは差分法に基づいたFORTRANプログラ

ムである.主な特徴は以下に示す通りである.詳細な内容

については,文献7)を参照していただきたい.

1)国土地理院などの標高数値データに基づいて複雑地

形を再現する際,直交座標系のスタガード格子,ある

いは一般曲線座標系のコロケ-ト格子を適宜選択し,

計算格子を形成することが可能である(図1,図2を参

照).前者の場合には,実地形はセルの集合体で矩形

状に近似される.この際,格子解像度を上げれば曲線

的な地形形状も再現可能である.

(a)直交座標系　　　(b)一般曲線座標系

図1 RIAM-COMPACTにおける座標系

(a)スタガード格子(b)コロケ-ト格子

図2　それぞれの座標系に適した変数配置

2)雑地形上の非定常な高レイノルズ数複雑乱流場を計

算対象とするため,ラージ・エディ・シミュレーション

(LES)と呼ばれる乱流モデルを採用している. LESでは

流れ場に空間フィルタを施し,格子スケール以上の大

規模渦については,流れ場の影響を強く受けるため,

モデルに頼らず直接数値シミュレーションを行う.一方

で,格子スケール以下の小規模渦が担う,主としてエ

ネルギ-消散作用については,物理的考察に基づい

てモデル化し計算に取り入れる11)

3)ネスティング手法を導入することにより,広域の風現場

から注目する局所域の風況場まで多段階で効率良く

計算することが可能である9).

4)計算領域の上流側にドライバ部を設定し,そこで十分

に発達した乱流境界層を直接生成し,これを流入条件

として用いることで,より現実に近い状況を模擬すること

が可能である8, 10)

3.実地形上の風況噂解析への適用

九州大学新キャンパス移転地を含む実地形上の風況場

解析に,一般曲線座標系のコロケ-ト格子に基づいた

RIAM-COMPACTを適用した.図3に示すように,移転地は

福岡市酉区の元岡・桑原地区(糸島半島中央東寄り)に位

置し,周辺地勢の特徴として西側に火山(244m),南西に可

也山(365m)が位置している.

図3　新キャンパス移転地周辺の地勢

3. 1広域地形を対象にした風況埠シミュレーション

本研究では,新キャンパス移転地周辺の卓越風である

西風を想定した.周辺地勢から,移転地上の風況場に影

響を及ぼす地形として火山(244m)と可也山(365m)が予想さ

れた.そこで,まずこの二つの地形を含む比較的広い領域

を対象に計算を行った.図4に計算領域と座標系を示す.

計算額域は実スケールで主流方向(x),主流直交方向(y),

鉛直方向(Z)に9.75(km) × 7.8(km) × 1.46(km)の空間を有す

る.実地形の形状は国土地理院の50m標高数値データに

基づいて作成した.格子点数はx, y, z方向に196× 157×

81点である.水平方向は等間隔(AX=Ay=50m)の空間分

解能,鉛直方向は地表面付近において密になるように不等

間隔(Az=1.8-180m)の空間分解能とした.速度の流入条

件に関して,地形の起伏変化に伴う地表面付近の風況場

の変化を明確にするため,速度勾配と乱れの影響は省略

し一様風速を与えた.流入気流の速度勾配と乱れの影響
100-



図4広域地形を対象にした場合の計算領域と座標系

を考慮した計算は後述する.その他の速度の境界条件は,

側面と上部境界は滑り条件,流出断面は対流型流出条件

とした.地面境界条件は,鉛直方向の最小メッシュサイズを

1.8(m)と十分に小さくし,対数別に基づく人工的境界条件

は用いず,粘着条件を適用した.また,森林などの地表面

粗度の影響は考慮していない.さて,自然風との相似性を

考慮して複雑地形上の大気流を再現する場合には,レイノ

ルズ数を臨界値以上にすることが望ましい.風洞実験にお

ける臨界レイノルズ数は,平坦地において3,7× 104　複雑

地形・において3.8 × 104などの報告がある.いずれにしても

臨界レイノルズ数は104のオーダーである.よって,これ以

上のレイノルズ数では乱流特性はほぼ不変となり,大気境

界層と相似な乱流場が再現できると報告されている12)以

上の理由から,本研究では可也山(365m)を高さの代表値h

とし,流入境界面での高さhにおける一様流入風速Uを用

いてレイノルズ数Re(=Uh/の=2.5 × 104とした.時間刻みは

At=1 X i(r3h/uとした.計算パラメータについて実スケール

との対応を考察する.風速をU=5(m/S)とすると,無次元時

間100の計算は約2時間の時間積分に対応する.

図5に地形表面からの実スケール　te=60(m)における瞬間

場(主流方向(Ⅹ)の速度成分百/U)と時間平均場

(くす> /U)を示す.両者ともに火山と可也山の上流斜面に

おける気流の増速(百/U>1,あるいは<正>/U>1),両

地形背後における逆流(百/U<0,あるいは<正>/U<o),

両地形を迂回する流れなどが明確に観察される.またわず

かな地形起伏の変化に伴い,局所的な増速域や減速域が

形成されている.地形効果に伴い地表面近くの風況パター

ンが変化する様子を再現できることは, RIAM-COMPACT

の大きな特徴であると言える.さて,移転地(図中に表示)に

対する火山と可也山の影響に注目する.西風を想定した場

令,移転地のほぼ上流に位置する火山については,火山

背後の剥麟流とそれに起因した乱れが移転地上の風況場

に強く影響していることが予想される.これに対し,可也山

に起因した剥離流の影響はほとんど確認できない.

Kayasan　(a)瞬間場( u /U)

(b)時間平均場くく石>/し)

・ __　　　_~　　　-~, ~~　　　　　・　　　　　　r　　　　　　1

-0.45　　　　石/u 1.35

or　<u>/U

図5　主流方向(Ⅹ)の速度成分の分布, z*=60(m)

3. 2ネストグリッドによる高解像度風況坤シミュレーション

前節の計算結果から,西風を想定した場合,新キャンパ

ス移転地上の風況場に対して,可也山に起因する剥離流

の影響はほとんどないことが確認された.そこで図6に示す

ように,可也山を省略した計算額域を新たに設定した.また

同時に,移転地内外の風況特性を詳細に調べるため,ネス

トグリッドシステム(one way nesting)を導入した.この手法の

特徴は,広域の風況場から注目する局所域の風現場まで

の多段階計算を同時並行的に行うことである.結果として,

注目する領域の風況場を高解像度でかつ効率的に計算す

ることが可能である.移転地周辺の広域をグリッド1(水平分

解能50m),移転地を含む局所域をグリッド2(水平分解能

25m)とした.グリッド1は9.75km(x) × 4.65km(y) × 1.46km(z),
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グリッド2は5km(x) × 2.7km(y) × 1.46km(z)の空間をそれぞ

れ有する.格子点数はグリッド1で約150万点,グリッド2で約

180万点である.

図6　ネストグリッドを用いた場合の計算領域と座標系

グリッド2に関して, z*=60(m)の時間平均場(主流方向(Ⅹ)

の速度成分<百>/u)を図7に示す.格子解像度の増加に

伴い,地形起伏の影響を受けた気流の局所的増速

(<正>/U>1),あるいは減速(<石>/U<l)がより顕著に

再現されている.特に移転地内(図中の黒線)に注目すると,

南部の石ケ岳(99m)の山頂付近において,一様流入風速U

に対して約20%の増速が確辞される(図中に表示).これは

火山を迂回した流れが,石ケ岳山頂付近で増達された結

果であると推測される.

Flow

(99m)　-0.45　　　石>/　　1.35

図7　新キャンパス移転地周辺の時間平均場

(主流方向(Ⅹ)の速度成分<百> /U), z*=60(m),グリッド2

図8に移転地周辺における粒子追跡の結果を示す.粒

子を放出した位置は,火山山頂の下流に当たる図中(A)と,

移転地南部の石ケ岳山頂を通る図中(B)である.この図から,

これまで述べてきた移転地内外の風況特性がより明確に理

解される.図8(a)に示す粒子仏)は,火山に起因した剥離流

に伴い水平方向および鉛直方向ともに激しく変動しながら

流下している.この様子は図8(b)において粒子(A)の変動の

幅が水平方向に広がっていることからも分かる.一方,粒子

(B)は水平方向および鉛直方向ともに変動は非常に小さく,

石ケ岳山頂付近において流れが局所的に増達していること

を明確に示唆している.

Flow

Ishigateke
(b)Top view

図8　新キャンパス移転地周辺における

粒子追跡の結果,グリッド2

3. 3　風洞実験による計算結果の検鉦

九州大学応用力学研究所の温度成層風洞13)を用いて計

算結果の検証を行った,この風洞は開放型の吸い込み式

で,長さ13.5(m)×幅1.2(m)×高さ1.2(m)の測定胴を有する.

風速範囲は0.5-2.0(m/s)であり,主流風速を1.0(m/s)に設

定した際の主流方向の乱れ強さの分布は0.4(%)程度であ

る.

地形模型の縮尺は1/2440である.数値計算と類似な一

様流入条件を顕すため,地形模型は風洞床面から

310(mm)持ち上げた.これは風洞床面に発達する地面境界
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層の影響を受けないようにするためである.また併せて地

形模型を設置したベニヤ板前縁では,アルミ板を用いてそ

こから流れが剥離しないようにした.新キャンパス移転地内

外の気流計測は, X型の熱線プローブと熱線流速計(ダン

テック社製)を鉛直方向にトラバースして行った.時系列デ

ータは200(Hz)のローパスフィルターを通した後, 500(Hz)の

サンプリング周波数でA/D変換を行い,乱流諸量の鉛直分

布を求めた.各測定点でのデータ数は30,000個で約60(s)

の計測時間である.標高244(m)の火山(地形模型では

100mm)に基づいたレイノルズ数を数値計算と同じ104のオ

ーダーとするため,設定風速を1.5(m/s)とした.

主流方向(Ⅹ)の平均速度プロファイル(<正> /uJと乱れ

強さ( ff u/Ujの鉛直分布に関して,数値計算と風洞実験の

比較を図9,図10に示す.縦軸は地形表面からの実スケー

ルz*(m)を示し,横軸は上空風速U。。で正規化している(一

様流入風速Uでないことに注意).数値計算において乱流

諸量を算出した位置は図9(a)に示すpi, p2, p3である. pl

は火山下流で移転地のすぐ上流である. p2は移転地南部

の石ケ岳山頂付近である. p3は移転地の中央部近くに位

置する谷部である.風洞実験では, p2を対象に気流計測を

行った. plではz*=60-400(m)において平均速度プロフ

ァイルに速度欠損が明確に見られる.これに伴い,この
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図10　主流方向(x)の乱れ強さの鉛直分布の比較

範囲における乱れ強さもかなり大きい.これは火山背後の

剥離流の影響であり,これが移転地を含む周辺地域の風

況特性に強く関与していることを示すものである.石ケ岳山

頂付近のp2では,数値計算と風洞実験は定性的および定

量的に非常に良い一致を示している.すなわち,両者とも

にz*=60(m)付近で10%近い平均速度の増速が見られ,ま

た同時に乱れ強さはpi, p3と比較して全レベルで非常に小

さい.

地形模型を過ぎる気流の様子を視覚的に捉えるため,ス

モークワイヤー法による流れの可視化を行った.その結果

を図11に示す.ここで,設定風速は1.0(m/S)とした.可視化

を行った鉛直断面は図8(a)に示す計算結果と同じである.

図Il(a)の火山山頂を通る鉛直断面では,火山下流側の斜

面において流れが剥離し,それに起因した乱れが移転地

上に流下しているのが分かる.図1Kb)の石ケ岳山頂を通る

鉛直断面においても,火山を迂回した変動の小さい気流が,

石ケ爵山頂付埠で局所的に増達している様子が捉えられ

た.これらの気流パターンは図8に示す計算結果とほぼ同

じである.

蠎Flow

(a)火山山頂を過ぎる流れ
New campus

(b)<jケ岳山頂を過ぎる流れ

図11スモークワイヤー法による流れの可視化

3. 4　乱流境界層に埋没した場合の風況シミュレーション

より現実に近い状況を模擬した計算も試みた.具体的に

は,図12に示すように,計算額域の上醜側にドライバ部を

設定し,そこで乱流境界層を直接生成した.ドライバ部(顔

域Aと称する)と新キャンパス移転地を含む複雑地形上の風

況場(領域Bと称する)は同時並行的に計算を行い, 1ステッ

プ毎に領域Aの流出断面の風速分布を領域Bの流入境界

面に流入条件として与えた.領域Aの計算は直交座標系の

-103-



9.5km (40h)

図12　新キャンパス移転地が乱流境界層に埋没した場合の計算領域と座標系

80h

■細田艶寵磐叢敵:/ ′、題鞘纏

-0.9　　　　石/uref 1. 12

図13ドライバ部における主流方向(x)の速度成分(百/ujの分布, z*=20(m),瞬間場

不等間隔スタガード格子に基づいたRIAM-COMPACTで

行った.その計算額域は火山(244m)を代表値hとし,主流

方向(x),主流直交方向(y),鉛直方向(Z)に80hX 20hX 5h

である.一方,領域Bの計算額域は40hX20hX5hである.

額域Aでは乱流促進体として長さ1.6h X幅2h X高さ1hの3

次元ラフネスブロックを流入境界面から8h下流の地面上に

4個設置した.よって,ラフネスブロック下流の助走距離は

72hである.流入境界面では一様風速を与え,ラフネスブロ

ック下流に厚い乱流境界層を発達させた.

図13にz*=20(m)における主流方向(Ⅹ)の速度成分

(正/UJの分布(瞬間場)を示す.ここで, vjま高度hにおけ

る風速である.ラフネスブロック背後において3次元的な強

い渦が形成され,それが流下するとともに縞状のストリーク

構造に成長しているのが分かる.

図14に流入境界面から76h下流におけるy-z面の流線図

(瞬間場)を示す.地表面付近に大小様々な渦構造が形成

されている.これらはストリーク構造や乱流バーストに対応

するものである.
20h

図14ドライバ部における流線図,

Rear view, x=76h

h

^
　
　
　
W
)
　
　
　
^

図15にドライバ部の流入境界面から76h下流で評価した

主流方向(Ⅹ)の平均速度プロファイル(<正>/uref)と各方向

の乱れ強さU u/Uref> <r v/Uref, <j w/Uref)の鉛直分布を示す.

縦軸は地形表面からの実スケール'(m)を示し,横軸は高

度hにおける風速urefで正規化している.これらはy方向の空

間平均量を観察し,統計的に定常状態に達した後,時間

平均を求めた.この図から,ラフネスブロックをドライバ部の

床面上流に設置し.その下流に十分長い助走距離(72h)を

設けた今回の方法で,完全発達した乱流境界層が形成さ

れていることが分かる.よって,これを流入気流として用い

た額域Bの計算は,新キャンパス移転地が乱流境界層に埋

没した状況を模擬したものである.
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図15ドライバ部で得られた気流特性, x=76h
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図16に移転地周辺における粒子追跡の結果を示す.粒

子を放出した位置は図8と同じである.すなわち,火山山頂

の下流に当たる図中(A)と,移転地南部の石ケ岳山頂を通

る図中(B)である.粒子(A)は火山に起因した剥離流に伴い

水平方向および鉛直方向ともに激しく変動しながら流下し

ている.一方,粒子(B)は粒子(A)に比べて変動は非常に小

さい.図15に示す粒子の変動は,乱れを有する流入気流

に伴い図8と比べてかなり大きい.しかしながら,定性的な

傾向は図8とほぼ同じである.

云、.こ

漂、p_ケ毒',i

Vf>.誓至芸ニ

f* ft,空軍

二∃higateke

(b)Top view

図16新キャンパス移転地周辺における

粒子追跡の結果

図17に移転地内外における主流方向(Ⅹ)の平均速度プロ

ファイル( <正> AOと乱れ強さ( <T u/Uref)の鉛直分布を示

す.統計量を算出した位置は図9,図10と同じである.縦軸

は地形表面からの実スケール　c(m)を示し,横軸は高度

h(火山)における流入風速u.で正規化している.流入気流

の速度勾配や乱れの有無の違いはあるものの,移転地内

外の風況特性の定性的な傾向は,図9,図10とほとんど同

じである.すなわち, plではz*=60-400(m)において火山

後流域に起因した平均速度プロファイルの欠損が顕著に

見られる. p2では,風の局所的な増速域が地表面近傍で

明確に観察される.図16と併せて考えると,地表面近傍の

気流に対しては,地形効果が最も支配的であるということが

示唆される.
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図17新キャンパス移転地内外の風況特性

4.線輸
数百m～数十km程度の小規模スケールから中規模スケ

ールまでの風況場解析を対象に開発した,局地的風況予

測モデル(RIAM-COMPACT)の特徴を示し,九州大学新キ

ャンパス移転地を含む実地形上の風況場解析に適用した.

また同時に風洞実験を行い,計算コードの有効性と計算結

果の妥当性を検証した.本研究で得られた主な結果は以

下に示す通りである.

1)西風を想定した場合に移転地上の風況場に関与する

と予想された火山(244m)と,可也山(365m)の影響を最

初に調べた.この目的に対し, 50m標高数値データに

基づいて二つの地形を含む比較的広い領域を再現し

計算を行った.瞬間場と時間平均場の可視化から,移

転地上の風況場に対しては,可也山に起因した剥離

流の影響はほとんどないことが示唆された.

2) 1)の結果を踏まえ,可也山を省略した計算額域を新た

に設定した.また同時に,移転地上とその周辺の風況

特性を詳細に調べるため,ネストグリッドシステムを導

入し,この地域に対して水平分解能25mの高解像度計

算を行った.時間平均場の可視化と粒子追跡の結果

から,地形起伏の変化に強く影響を受けた風況パター

ン,すなわち,気流の局所的な増速や減速などが明確

に捉えられた.特に移転地内に注目すると,火山の剥

離流が移転地上の風況特性に強く影響していることが

示された.また移転地南部に位置する石ケ岳山頂付近

においては, z*=60(m)付近で一様流入風速に対して

20%近い気流の増速が認められた.これらの風況特性

は移転地内外の特徴的な場所における主流方向の平

均速度プロファイルと乱れ強さの鉛直分布の定量的考
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察からも示された.

3)風洞実験では,移転地南部の石ケ岳山頂付近を対象

に気流計測を行った.その結果,主流方向の平均速

度プロファイルと乱れ強さの鉛直分布は,数値計算と

定性的および定量的に非常に良い一致を示した.スモ

ークワイヤー法による流れの可視化においても,数値

計算と類似な気流パターンが確認された.

4)より現実に近い状況を模擬するため,流入気流の速度

勾配と乱れの影響を考慮し,移転地が乱流境界層に

埋没した場合の計算も試みた.結果として,移転地内

外の風況特性は,一様風速を流入条件とした場合とほ

ぼ同じ傾向が得られた.

mm】

新キャンパス移転地周辺の25m標高数値データの作成

に関して,工学研究院付属環境システム科学研究センター

の江崎研究室にお世話になった.数値計算においては,

九州大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻大学院生

の藤井斉君(現在:株式会社デンソ-)に協力を頂いた.也

形模型の風洞実験に関しては,九州大学応用力学研究所

文部技官の杉谷賢一郎氏に多大な協力を頂いた.ここに

記して謝意を表します.
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諌早湾の潮受堤防の水門開放に伴う流動と拡散の数値シミュレーション

経　塚　雄　策● ・古　庄　建　作紳

A Numerical Simulation of Water Flow by Opening the Floodgate of Embankment in lsahaya Bay

Yusaku KYOZUKA'and Kensaku FURUSHO事●
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The mv蝉m md也8伽u山江me姐1柑have h discussed by也8紛曲血ird party committee. M血e

environTn^nt is not血ゆ血it consists ofvi血色血m tF脚,血也d md坤e触The flow in也e
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由n血b也e血W md the di丘1血as in血md outside of the embankment associated with也a opening也e floodgates.

The nnmprfeii results on也e叫di血地m around也e幽water血正叫血e ga輸血軸a tide, tidal
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1.はじめに

窺在,有明海における養殖ノリの不作の問題が大

きな社会閉居となっており,その原因として,錬革

袴の潮受堤防との因果関係が疑われている.福岡・

熊本・佐賀などのノリ養殖漁民らは,穣早湾干拓事

業の中止と堤防に2カ所設けられている排水門の開

放を求めて,海上デモと工事用道路の封鎖などの実

力行使にでたが,一方,長崎の地元の漁民らは排水

門の開放に反対している.この問題の原因究明のた

めに, 3月にr農林水産省有明海ノリ不作等対策関

係調査検討委員会」 (以下,第三者委員会)が作られ,

これまでに4回の委員会が開かれたが,現在までの

ところ,水門を開けて行う調査も含めて2年間程度

の開査が必要である,との結論である.今後,具体

的な調査の方法が明らかにされると思われるが,育

明海全体の環境の再生のために,迅速かつ最善の対

第が望まれる.

海洋環境の理解のためには,物理的・化学的・生

物的な影響を考慮しなければいけないが,特に流れ

については,浮遊性物質の移流拡散を決定する基本

丑である.水門開放に伴って,流れはどうなるのか,

開整池内部の底泥・浮泥の巻き上げはどうか,堤防

●九州大学大学院総合理工学研究院

●●九州大学大学院総合理工学府

大気海洋環境システム学専攻修士課程

から出た水塊は諌早湾でどのように広がり,有明海

-はどのように拡散するのか,など多くの疑問点が

あるが,それらの疑問に答えるための事前の方法と

しては,数値シミュレーションが最尊であろう.前

述の第三者委員会においても,数値シミュレーショ

ンの重要性は官及されているが,これまでに公表さ

れた具体的な計算結果としては,第2回目の委員会

において,農水省側から提出された,水門の開放に

伴う水門付近の最大流速の推定値が唯一のものであ

る.なお,最近になって㈱環境総合研究所は,錬早

湾の過去と現在(水門締切)と未来(水門開放)の

流れの広範な数値計算結果を同社のホームページ

他ttp:〟mbekkoame.ne.ip/-a-taka/eri.html)に

おいて,公開している.

本研究は, 2月に潮受堤防排水門の開放要求が高ま

りをみせた時点で,手持ちのプログラムと地形デー

タによって速報的に計算したものをベースにしたも

ので,計算額城としては島原一長洲以北の有明海北

湾のみを考慮し, ∽時間周期の潮汐を対象としてい

るが,以下の項目に力点を置き計算した結果につい

て報告する.

1.水門の開放に伴う水門付近の最大流速分布

2.堤防内外の潮位変化と水門を通じる交流丑

3.調整池内部の海水交換率と平均滞留時間

4.調整池から外部に出た水塊の拡散パターン

5.堤防の有無と水門の開閉による残差流変化
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2.数値シミュレーションの概要

2.1座標系

本研究では,潮受け堤防の方向が格子方向と一致

するように計算格子を配置し, Fig,1に示すような局

所デカルト座額系を用いた.ここで, Ⅹ-y平面は平均

海面を表し, zは鉛直上方を正となるようにとる.ま

た,水深はhで表し,平均海面からの距離をことし

これを水位とした.

Fig.lCoordinatessystem

2.2基礎式

水は非圧締性流体とする.流れの鉛直方向加速度

は重力加速度に比べて十分小さいので鉛直方向の運

動は圧力の釣り合いのみを考える.つまり,鉛直方

向の圧力は静水圧により近似される.また,浮力以

外のすべての項にプシネスクの近似を用いる.

x,yサz軸方向の流速をu,v,wとすると,運動方程式,

連続式は,

atdxayaz

-yv一諾+孟&孟(A昔)+呈(A昔)

(1)

dVdVdVdV

ataxayaz
-JU霊+芸ax,孟A"・f孟(A昔)

(2)
1∂P

0-g一言冨

dx dy dz

ただLfはコリオリパラメータで,

/ = 2&sinO
(5)

ここで, tは時間,小は緯度, Qは地球の自転の角速

皮, pは海水療度, pは圧力, gは重力加速嵐　pB

は海水の基準密度(定数), Ah, Avはそれぞれ水平方

向,鉛直方向の渦動粘性係数である.

2.3　境界条件

有明梅で最も卓越する流れは1日2回のM2分潮に

よって支配される.したがって今回のシミュレーシ

ョンでは,開境界でM2分潮を次式によって与えた.

ここ竺　　軌波の発生を防ぐため(6)

1周期日のみ0からこ0-線形的に増加させた.

陸地との境界(閉境界)では, no一曲pの境界条件を

用いた.

水面(r-こ)では通営,風の影響を考慮するが今回は

無視した.また海底では,底面における摩擦を考慮

して次式を与えた.

サ> o　　　　　　　(7)

Tb# - β¥Ybuh抑- pbAv雷　(8)

・抄-Pbnvt抑-pb^v霊　(9)
ここで, γbは底面における摩擦係数を表す.

2.4　粒子追跡法

潮流計算で求められた格子点での流速を用い,仮

想粒子の時々刻々の位犀を以下のように計算する.

仮想粒子の位置ベクトルをX(t)とすると, t+Atにお

ける位犀ベクトルは2次までの近似によって次式で

与えられる1).

x{t+At)-X(t)+血u{x(t¥t)+音響(10)
ただし,

DU(X(t), t)

か1

ここで,

-也+U{x(t¥t) vu{x(t),t) (ii)
∂′

LJLl (12)

海水交換率は,初期に仮想粒子をFig.3のように

調整池内に均等に配摩し,水門の開放とともに流出

する粒子を除き,調整池内に残存する粒子数から計

算される次の魂余関数r(ti)によって評価した.

iif, )'N, / Nt　　　　　　　　　　　　(13)

ただし, Niはi周期後における調整池内に残存す

る仮想粒子の総数, Noは初期における仮想粒子の総

数である.

式(13)は短期の海水交換率を表していると考えら

れ,海水交換率の算定は水裸が一定でないと厳密で

はないが,ここでは,近似的に成立するものとした.

一方,長期の海水交換率については次式で与えら

れる平均滞留時間で.によって評価した2).
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・ - jr{t).fdt hr(t)dt (14)

粒子追跡は8潮汐間(96時間)の計算を行った.演

た,仮想粒子の初期投入の条件としては,各メッシ

ュに4個(水平方向間隔100m,鉛直方向間隔0.5m),

全体で13,448個の仮想粒子をmg.3のように均等に

投入し,それらを時々刻々の位置を計算する.調整

池内に残留する仮想粒子の個数をそれぞれ10分毎

にカウントし,残余関数を求めた.

2.5　モデル海域

Fig.2に本計算で用いたモデルの地形図を示す.千

デル海域は長崎県の有明町と熊本県の長洲町を結ん

だ線以北の有明海である.有明海の潮流の主流方向

は南北より半時計回りに約300程度傾いているので,

それに合わせて格子の方向をとり,南の境界を開境

界とする.本計算で採用した水平格子間隔はAx, A

yともに200mであり.潮受堤防の幅も200mで近

似している.また,潮受け堤防に設けられている北

部・南部排水門の帰はそれぞれ200m, 50mであり,

本モデルでは南部排水門については正確に表現する

ことができない.そこで,断面積を合わせるように

水深を1m浅くしたが,それでも断面積で3倍であ

り,過大評価した形となっている.

なお,筑後川など河川流量の影響についても残差

流などでは小さくないと予想されるが今回は考慮し

なかった.

2.6　計算に用いたパラメータ

今回の計算で用いた主なパラメータをTable lに

示す.水平渦動粘性係数については, Richardsonの

4/3乗則に従うものとし, 200mに対してAnは

5m2/secとおいた.また,鉛直渦動粘性係数Avを

0.000Im2/sec,海底摩擦係数γhを0.0026,タイム

ステップを2secとした.

本研究ではTable 2に示すように,排水門開放に

関して2つの場合を想定した. Case-1は常に水門を

開放する場合であり, Case-2は開塾池の水位を

-1.0m以上には上げないで水門の開閉を制御する場

合で,第2回日の第3着委員会において,農水省側

から提案された方絵である.

本数催計算における水門の開閉については,水門

位置の1メッシュを流体メッシュあるいは陸上メッ

シュに置き換えることに近似している.Case-2では,

堤防内外の水位によって開閉の判断をする必要があ

り,閏整池内の水位については調整池中央部付近の5

点における平均水位をとった.

3.数値シミュレーションの結果と考秦

3.1堤防内外の水位変動,水門での流速および流畳

Fig.4は,水門を全開にするCase-1の堤防内外の

2点における水位変動,水門位置での流速および水

門を通じて流れる流量フラックスの時刻歴を示す.

開境界における強制潮位振幅は,島原におけるM2

振幅(1.475m)を与えたが, Fig.4に見られるように計

算初期の過渡現象を避けるために最初の12時間は

潮位を線形的に大きくし,水門開放のタイミングは,

ひき潮時で堤防外の水位が-1.0mに下がった瞬間と

した.これは,現在の調整池の水位が-1.0mに保持

されており,息敵な流れを避けるためである,

Fig.2 Calcul誠ion area

(血サAy=200m, NX=NY=200)

Table 1 Values of parameters used for simulation

7.94×10"弼・1

9.8 m/sec2

1022.5 kg/in3

15

200 m

2.6X I ff3

l.OxNT

2 sec

l.475 m

12 hour

1.2xl0-3 kg/m3

5 m /sec

0.oOOl nf/sec

C∝lohs parameter

虹ceteradon of gravity

reference density of sea water

が皿nber of levels

horizontal me血size

缶icdon coeぽicient of bottom

舟icdon coefficient of wdI

tune step

amP迫tude of input丘de

period of input tide

density of air

horizontal eddy vi駆osity

vertical eddy viscosity

Table 2 Condition of calculadon

Gate Full Open

Gate control to keep reservoir water leve卜1m
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まず,堤防内外の2点における水位の変化を見る

と,堤防外ではほぼ±1.5mであるが,堤防内部では

+1.5mと-1.0mと非対称になっていることが分かる.

この水位の非対称性は,水路を開けるタイミングに

依存するもので,過渡現象である.堤防内の潮位振

幅は,外の潮位振幅の約8割ほどであり,この結果

から,水門の幅は400m (実際には250m)と防波堤

の長さ7kmに比べて狭いが,海水交流量としては予

想以上に大きい結果となっている.

次に,水門位置における流速については,正を堤

防内に向かう流れとしているが,正負によって波形

が非対称になっている.最大流速は調整池流入時に

生じており,約4m/secである.流速は潮位差の平方

根に比例するとすれば,この値は大潮時換算で約

5.2m/8ecである.南門は北門よりも1m浅いので梅

底摩擦の影響で若干流速が小さくなっている.
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Fig.4 Tune series of surface elevations inside/outside of

enbankment, velocity at the gates and flux through gates

in case-1

Fig.3 Initial deployment of the particles

次に,南北の水門を通じた流量フラックスについ

ては

Q{t) - lhu(t) - B-dz　　　　(15)
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によって計算しているが,流速の波形と同様に正負

によって非対称となっていることが分かる.ただし,

Bは水門幅である.南北の流丑フラックスの違い札

主として水門における水深の違いによるものである.

Fig.5は,調整池の水位が-1.0m以上に上がらない

ように水門の開閉を制御するCase-2の場合の同様

な結果を示したものである.まず,堤防内の水位の

変化から水門が開放されていることが分かるが,今

回の条件では干潮時の約4時間のあいだ水門が開く

ことになり,調整池内の水位は約-1.3mまで下がる

ことになる.

このとき流速についてIもCase-1の1周期にみら

れるような変形した波形で始まり,水門の閉鎖によ

って突鈴に0になる.最大流速はやはり上潮時に生

じ,南北の水門とも約3m/secとなっている.流丑フ

ラックスの時間波形についても,流速とほぼ同様な

変化を示しており, Case-1における流量フラックス

の1周期目の波形が繰り返される,とも言える.

流量フラックスを正負ごとに潮汐の半周期間にわ

たって積分すれば流入時と流出時の正味の流量が得

られる.今回の計算では,過渡的な影響が残ってお

り,流入時と流出時の交流量は一致していないが,

それらの平均値をとって整理するとTable 3のよう

な結果となった.

Table 3において,調整池の容積は, Case-1では

水門開放後の静止水面より下の, Case-2では-1.0m

より下の容積をとり,それらを基準として交流丑の

割合を比較した.これらの結果をみると,南門の交

流量はCase-1で北門の約0.7, Case-2では約0.6と

なっており,開け方によって多少,異なることにな

る. Case-2の正味の交流量はCase-1の約1/7であ

ることなどが分かる.

3.2　水門付近における流速分布

Fig.6古・4, Case-1の上潮最強時の水門付近の流速

分布を等高線で示したものである.強流部は水門か

らほぼ荘角方向に延びており,噴流状に開塾池内部

に貫入しているようすが見て取れる.この場息嗣

整池内では指摘されているように,洗裾や土砂の巻

き上げに対する対策が必要となるが,その範囲の決

定にはこの等高線が参考となろう.

刑g.7は, Case-1の下げ潮最強時の水門付近の流

速分布を示したものである.この場合,当然ながら

強流部は穣早湾側に生じ,水門から直角方向に広い

範囲で強い流れが生じている様子がみてとれる.

Fig.8 fも　同様にCase-2の下げ潮最強時の結果で

ある. Pig.7に比べると,速度の絶対値と強流部の面

積が小さくなっていることが分かる.

Table 3 Water discharge through gates during one tide

堪of

(m3)恕訂慧票㌣tideftn3^

t。tal上上空-「誓2.707E

25霊戸謁
7.995E+07控号群.650E+06
'-'476%戸笥

Fig.6 Distribution of tidal velocity at maximun flood tide

in Case-1

Fig.7 Distribution of tidal velocity at low tide in Case-1

Fig.8 Distribution of tidal velocity at low tide in Case-2
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3.3　粒子追跡法による流れの可視化

Fig.9は, Case-1について水門開放から24, 48,

72, 96時間後の仮想粒子の拡散状況を比較したもの

である. 24時間後の結果をみると,調整池内部では

粒子の密度が少ない部分が帯状になっていることが

分かるが,これは外からの海水が噴流状に貫入した

ためである.水門からの噴流のバターンについては,

渦動粘性係数によってかなり変化するので今回の投

定が妥当であるかどうかについては,今後検討しな

ければならない.次に,堤防外の粒子の拡散状況を

みると,南門から出た粒子は島原半島に沿って直進

しているのに対し,北門からの粒子は荘進するもの

と南下するものの2グループがあるようにみえる.

このような結果になる理由としては,コリオリカと

島原半島の境界による影響が考えられる.

48時間後の粒子の拡散状況をみると.相当数の粒

子が疎早湾全体に広がっていることと先端部は南部

から味早湾を出て,有明海に到達しそうなことなど

が分かる.さらに, 72時間では開整池内の粒子数が

減り,島原半島側から有明海側に拡散していく様子

が分かり, 96時間では島原半島側から出た粒子が有

明海の中央部あるいは北側に拡散していく様子が分

かる.

Fig.lO ft, Case-2についてFig.9と同様な結果を

表示したものであり. Fig.9と比較すると興味深い.

まず, 24時間の結果については,調整池内の粒子は

ほぼ均等に分布している.これは, Case-1のように

外から強い流れが貫入してこないためである.堤防

外の粒子については, Case-1と個数においては大差

がないように思われ,拡散のパターンも,ほぼ同様

に南門から出た粒子は直進し,北門からの粒子は南

下の気配がみえる.

48時間の結果をみると.北門から出た粒子の密度

から堤防北側に大きな渦構造がみえる.また,南側

の島原半島に沿って流れる粒子はCase-1と同様な

速度で東に向かっているが,諌早湾中央部付近での

粒子の個数と拡散の様子はかなり異なっている.

さらに, 72時間と96時間の結果を比べると堤防

外の粒子数や拡散の様子などがあまり大差がないこ

とが分かる.これは,この間の24時間で調整池の汚

水交換がそれほど進んでいないためであり, Ca且e-1

の結果と比較すると開整池内の粒子密度が高いこと

が分かる.

3.4　調整池の海水交換率

堤防内部の調整池には,元の干潟が広がっており,

有明海の環境再生のた桝こは干潟の浄化作用を利用

すべきであるという意見も強い.ただし,水門を閑

けた場合に水門を通じてどの程度の海水交換が行わ

れるのか,あるいはどれくらいの時間で調整池の海

水が交換されるのか,といった情報は,生態系の再

生を考える上で基本的かつ必須のものであろう.

Fig.llは, Case-1とCase-2の残余関数の変化を

10分毎にとって比較したものである.時間の基準は

水門を開放したときである. Case・1では,水門を通

じて粒子が出入りを繰り返すので,残余関数は潮汐

周期で振動するが, Case-2では水門を閉じている間

は粒子の出入りがないので階段状に減少していくこ

とがわかる.この結果では, Case-2の交流丑は

Case-1に比べて少なかったにもかかわらず,残余率

としてはCase-1の半分くらいになっており,予想以

上に海水交換率が良いような結果になっている.

12時間周期の振動成分を無視して1潮汐間の残余

率をとればng.12のようななだらかな曲線が得られ

るが,それを

R(t)=α xp{-β・t)

によって近似した時,平均滞留時間は

rォ=

」R(t)-t-dt

」R(t)-dt P

(16)

(17)

によって与えられる.

Table 4は,このようにして求められた平均滞留時

間の結果を示している. Case-1の場合には約3日半

で約2/3の海水が交換されることになる.また,

Case-2のような水門の開け方でも約1週間で同様に

調整池内の海水の2/3ほどが交換されることになる.

ただし,本計算は潮汐振幅として中潮(堤防前で±

1.5m)を仮定しているので,小潮時などについては

別途計算する必要がある.

3.5　潮汐残墓流

潮流は,周期的な流ればかりでなく時間に無関係

で一定方向-の定常的な流れも伴っている.おもな

原因としては,地形の影響による渦の発生に伴う非

周期的な流れである.物質の拡散を考える場合には,

残差流などの定常流の影響の方が大きいとされてお

り,たとえ流速の絶対値は小さくとも重要である.

ここで杜,防波堤が作られる前の地形における残

差流を基準にして,現在の水門を閉じた状態および

水門をCase・1の全開にした場合の残差流を比較し

た.ここで,残差流はベクトルであるので差をどの

ようにとるかが若干問題であるが,ここでは次式の

ように残差流の絶対値の差をとった.

AU-　Hu.
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Fig.9 Distribution of particles after 24, 48, 72, 96 hours Fig.10 Distribution of particles after 24, 48, 72, 96 hours

缶om opening the gate in Case-1　　　　　　　　　　　　缶om opening the gate in Case-2
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Fig.13は,水門が閉まった現在の残差流ベクトル

から堤防建設前の残差流ベクトルを差し引いた結果

である.島原半島側の錬早湾と有明海の接合部付近

では,琵在も過去も残差流ベクトル自身は北向きで

あるが,現在の残差流ベクトルは過去のものに比べ

て弱くなった結果,残差流の差は南向きになってい

る.

Fig.14は現在の残差流の絶対値から過去のそれを

差し引いて等高線として示したものである.島原半

島側の錬早湾と有明海の接合部付近で負の等高線が

表れており,残差流が弱くなっている.その沖には,

反対に残差流が大きくなっているところもあるが,

絶対値と面積を考えると堤防の建設によって残差流

が弱くなったと嘗えるのではないか,

mg.15は,現在の状態で水門を開けた場合の残差

流ベクトルをFig.13と同様に過去のそれと比較した

ものであり,またFig.16は,残差流の絶対値を過去

のそれと比較したものである.これらの結果から,

水門を閑放した場合は,諌早湾の残差流は全域で過

去とは全く異なったものになってしまうこと,一方,

mg.13, 14で生じていた有明海における残差流は過

去との差がほとんどなくなってしまうことが分かる.

4.まとめ

本研究では,疎早湾の潮受け堤防排水門の開放に

伴う流動の予測シミュレーションを行い,水門付近

の流速分布,調整池内の交流量・海水交換率・平均

滞留時間,調整池から流れ出る海水の拡散シミュレ

ーションおよび有明海北湾の残差流について比敬し

た.おもな結論は以下である.

1.堤防の長さに比べて水門の幅は狭いが,水門全

開の場合,水門を通じる交流丑はかなり大きい.

2.水門全開の場合の調整池の海水交換は,平均挿

留時間が約3.5日である.また,調整池内の水

位を-1.0m以下におさえて水門を開放する場

合は約7日であるが,これは予想以上に短い.

3.調整池から出る梅水のうち,南門から出る水は

島原半島に沿って流れ,短時間で有明海に達す

る.

4.堤防建設に伴って残差流が小さくなってしまっ

た海域が錬早湾と有明海の接合部付近にあるが,

水門を開けると元に戻る.ただし,諌早湾内で

は全く新しい流動環境が出現する.

おわりに,今回の流動シミュレーションでは,特

に幅50mの南門の表視が不十分であり,河川流量な

ども考慮していない.また,対象海域が北部有明海

に限定されていることも気になるところであり,育

明海全体を含んだ計算の必要性を感じている.今後

の予定としては,部分的に壇でかつ広域にわたる計

算が可能なものとしてfMECモデル」 3)のVariable

Meshによるシミュレーションの通用を試みる予定

である.

Table 4 Average residence time
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バNow and Past"
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.html

Fig. 14 Difference in residual current between `"Now and

Past"

Fig. 16 Difference in residual current betwe孤"Full-open

and Past
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要旨 ポストゲノムの分野では，タンパク質のデータを分類，整理する目的で， HMMerというア

プリケーションが使われることが多い． しかし， HMMerでは，実行時間のかかることが問題となっ

ており，その高速化は，重要なテーマである．そこで，本稿では，メタコンピューティング環境を用

いて， HMMerアプリケーションの高速化について検討する．具体的には， HMMerの内部構造お

よび処理内容を並列，分散処理の観点から分析する．さらに，分析結果を踏まえて，並列，分散化の

手法を提案し，実装を行う．実装を評価した結果，提案手法を用いることによって， HMMerアプリ

ケーションが，メタコンピューティング環境においても効率的に動作することが確認できた．

Abstract In the post-genome area, HMMer is a widely-used software for protein sequence anal— 

ysis. However, since it requires a lot of computational resources, improvement in execution time 

is seriously needed. The purpose of this paper is to speed up HMMer using Metacomputing Envi— 

ronment. This paper examines the structure of HMMer, and implements a'parallelized'version of 

HMMer. In this paper, it is confirmed that the'parallelized'version of HMMer runs efficiently in 

the Metacomputing environment. 

1 はじめに

近年，ポストゲノム情報科学の分野では，大量にあ

るタンパク質のデータベースを用いた構造や機能の予

測が重要なテーマとなっている．これに向けて，現在，

大量にあるタンパク質のデータを分類，整理して，そ

の中から何か法則性を見いだすというアプローチがさ

かんに行われている．

このとき，いくつかのアプリケーションを用いるこ

とになるが，その中でも，タンパク質のデータを分類，

整理する目的で， HMMer[1]というアプリケーショ

ンが使われることが多い． HMMerでは， BLAST[2] 

をはじめとする，他のアプリケーションでは発見でき

ない系列，たとえば遺伝上関係があるが遠縁であるな

どの系列を発見する能力が優れているとされる．

しかし， HMMerでは，実行時間のかかることが問題

となっており，現在は，研究者自身の計算機でHMMer

を実行することは非常に難しい．このような実行時間

の長いアプリケーションにおいては，高性能計算機に

インストールし， Webによるインターフェースを介し

て利用するといった利用形態が主流になっている [3].
しかしながら， Webによるインターフェースは，作業

効率や機能の面で問題が多いため，作業効率や機能の

面から考えると，研究者自身の計算機でHMMerを実

行することが望まれる．そのため， HMMerの高速化

は，依然重要なテーマである．

HMMerにおいては，モチーフである ProfileHMM 

（タンパク質の共通点を隠れマルコフモデルでモデル化

したもの） ［4] (5]と系列をマッチングする際に， Viterbi

アルゴリズムが使用されるが， Viterbiアルゴリズム
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を始めとする動的計画法のアルゴリズムは.一般に,

計算量と計算結果の精度が比例する.このため,本稿

では,計算量を減らさずとも実行時間を改善できるよ

う,並列計算による高速化を検討している.

本稿では,メタコンピューティング環境を用いた

HMMerの高速化について検討する.メタコンピュー

ティング環境とは,分散コンピューティングの一形態

であり,ノードは-テロな計算機から構成されている.

この環境を対象として, HMMerの高速化を図る.

本稿の構成は以下のとおりである.第2章では, HM-

Merアプリケーションを分析し,内部構造,および処

理内容を並列/分散処理の観点から分析し,高速化の

方針を明確にする.第3章では,関連する研究を示し,

第4章では,分析結果を踏まえて,並列/分散化の手

法を提案し,実装を行う.第5章では,提案手法を用

いて,並列化したHMMerの実装を行い,第6章では,

従来の手法と比較した評価を行う.

2　HMMerアプリケーション

HMMerでは. Pro丘Ie HMMを基準にして,例え

ば, 「あるタンパク質シーケンスはこのPro丘Ie HMM

とどれくらいの尤度があるので,このフアミリに属す

る可能性が高い」などを調べることができる,いわゆ

るモチーフ検索に使われるアプリケーションである.

HMMerを用いた作業は,

・あるシーケンス群(マルチプルアラインメント)

をもとにしてProfile HMMを作成する.

・Pro丘Ie HMMを用いてシーケンスのデータベー

スまたはHMMのデータベース【61を検索して.

新しい知識(Pro且e HMMに属する未知のシーケ

ンス,または,既存のシーケンスに近いPro丘le

HMMなど)を得る.

●これを踏まえて,法則性があるかどうかを判断し,

Pro丘Ie HMMに,例えば新たなシーケンスを加

えて学習(Pro丘Ie HMMを学習させて,その精度
を上げる)などを行い,また再度データベースの

検索を行う.

というプロセスの反復である.要するに,試行錯誤を

何度も繰り返すことになる.

HMMerの実行時間ft, Penthim III IGHz SMPの

個人用の計算機を用いてPfam [6]データベースと単

一の系列のマッチングを行う場合において,約15分

程であるが,上記のとおり,試行錯誤を何度も繰り返

すといった用途に使用されるため, 15分といった実

行時間では長すぎ,実行時間を大幅に短縮する必要が

ある.

以上から, HMMerの処理の中でも,特にデータベー

スの検索を行う部分の実行時間の短縮が望まれている.

このた軌以下では,データベースの検索部分の高速

化に焦点をあて,議論する.

2.1　内部構造

HMMerの中での,データベースの検索を行う部分

は,依存関係のない多数のジョブを並行に実行してい

る.具体的には,単一の親プロセスが,子プロセスに

ジョブ番号を割り振ると,子プロセスが,データベー

ス内のその番号のモチーフと,クエリーとのマッチン

グをとり,親プロセスに返却するというものである.

このような処理形態は, Parameter Sweepアプリ

ケーションと呼ばれ,自明な並列性をもつ.そのため

並列化自体は容易であるが,メタコンピューティング

環境上で効率よく実行するためには,計算槻資源,ネッ

トワーク遅延などの環境の変化-の対応等を考慮した

スケジューリングが必要となる.

2.2　並列・分散処理の観点からの分析

HMMerで使用されている,セルフスケジューリン

グは,ネットワーク資源等の変化がほとんどないホモ

ジニアスな並列計算機においては有効に機能する.し

かし,メタコンピューティング環境においては,計算

機の利用率やネットワークのレイテンシなど,予測不

可能な要素があるため,各ノードにおけるタスクの終

了時刻にずれが生じ,並列度が下がるため,有効では

ない.

また,各ノードは停止したり,あるいは停止しない

としても,外部のサイトから投入されたジョブに計算

機資源を割り当てる優先順位を低くしてあるなどの,

サイト毎のスケジューラーのポリシーによって突然

CPU資源が割り当てられなくなることがある.

HMMerアプリケーションにおいては,タスク全体

が個人用の計算機で十数分で完了することもあり,高

速な並列計算機を複数接続したメタコンピューティン

グ環境では,実際には秒単位のレスポンスが求められ

ることになる.このように実行時間が短いアプリケー

ションにおいては,各ノードでのタスクの終了時刻の

ずれが実行時間に与える影響が非常に大きく,そのた

め.スケジューリングの重要度が高い.
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図1:あるノードのジョブ実行時間(度数分布)

以上のようなメタコンピューティング環境特有の,

あるいは実行時間が短いアプリケーション特有の状況

においても,大幅に実行時問が延びることなく,ある

程度の実行時間で処理を完了することが本研究の目的

となる.

3　関連研究

APST [7】は, Parameter Sweepアプリケーション

に特化したスケジューリングを提供するミドルウエ

アである.メタコンピューティング環境におけるスケ

ジューリングでは, XSufferageと呼ばれるヒューリス

ティックアルゴリズムがよい性能を示すと報告されて

いる. MW [8]は, Master-Workerの形で実行される

アプリケーションをメタコンピューティング環境上で

並列化するフレームワークを提供している.

4　提案手法

図1に,ある一つの子ノードから親ノードに計算結

果が返却され,親ノードに到着した時間間隔の度数分

布を示す.図1から見られるように,子のノードから

返却される計算結果の到着間隔には大きなばらつきが

あるが,これはメタコンピューティング環境特有の,

予測不可能な要素によって生じたと考えられる.

このように計算結果の到着時刻には,予測不可能な

大きなばらつきが生じるので,本稿では,同一のジョ

ブを複数のノードに割り当て,先に返却された計算結

果を採用することによって,最悪の場合のジョブ実行

時間を短縮するという考え方に基づいてスケジューリ

ング手法を提案する.

4.1　危険鹿

本節では,提案手法を議論するにあたって重要な,

"危険度"という概念を導入する.

定義任意の危険度P(O<P≦1)を与えるとき,あ

るノード(ノードn)の統計情報から,ノードnのジョ
ブ実行時間は,確率Pで, 3;秒より大きい値になると

推定できる.このとき, 〇秒を,ノードnにおける, "

危険度Pでの最悪ジョブ実行時間"と呼ぶ.

i.e.ノードnのジョブ実行時間は,確率1-Pで,

Ⅹ秒よりも小さい値をとる・ )
ノードnとノードmに同一のジョブを投入する場

合,このジョブの危険度Pでの最悪ジョブ実行時間

は,ノードnにおける危険度αでの最悪ジョブ実行時

間と,ノードmにおける危険度bでの最悪ジョブ実行

時間の最大値に等しい.このとき, ab=Pである.

4.2　アルゴリズム

提案スケジューリング手法のアルゴリズムを以下に

示す:

1.任意の危険度Pを設定する.

2.各ノード毎に,ジョブの実行時間の統計(図1に

当たる)を収集する(3,4の間も継続する)

3.各ノード毎の統計情報を用いて,各ノード毎の,
平均ジョブ実行時間による予測実行時間を計算

する.

4.各ノードに関して, 3.で計算した予測実行時間

がなるべく揃うよう,ジョブマイグレーションを

行う.

5.残りのジョブ数が十分少なくなるまで, 4.を繰り

返す.

6.この時点で,平均ジョブ実行時間による予測実行

時間は,各ノードにおいて揃った値になっている

が,危険度pでの最悪ジョブ実行時間による予測

実行時間は,各ノード毎に大きく違った値になっ

ている.

7.危険度pでの最悪ジョブ実行時間による予想実

行時間が最も悪いノードをノードβとする.ノー

ドSの最後のジョブを他のノード(ノードrとす

る)にも重複して割り当てる・
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8.危険度Pでの最悪ジョブ実行時間による予想実

行時間を計算する際,ノードβおよびノードγの

最後のジョブは,危険度∨亨で計算してよい.こ
のため, 7.の換作によって,危険度Pでの最悪

ジョブ実行時間による予想実行時間が短縮される

ことが期待できる.

9.危険度Pでの最悪ジョブ実行時間による予想実

行時間の最大値が改善されなくなるまで, 7.の換

作を繰り返す.

5　実装

実装は,広域計算システム型のメタコンピューティ

ング環境として,最も標準的な, Globus 【9】上での動
作をターゲットとた.実際には, Globusのユーザー

認証や通信機構を利用した, MPICH-G2叫を用い
て実装を行った.

6　評価

本章では, Pfamデータベースを検索するために用

いるi lnn皿pfamコマンドを,提案スケジューリング手

法を用いてMPICH-G2上で実装し,評価を行った.

また,従来のhmmpfamコマンドはGlobus環境上で

動作しないので,従来のhmmpfamコマンドと同様の

スケジューリング(セルフスケジューリング)を用いた
ものをMPICH-G2上で実装し,比較対象とした.

6.1　実験環境

評価はシミュレーションで行っている.シミュレー

ションでは,メッセージパッシング機構を用いた並列

計算機が動作している, 3つのサイトで構成される,

Grid環境を想定している.実際にGrid環境を構築し,

時間の計測は実時間で行っているが,各計算機資源お

よびネットワーク資源に,以下で想定する負荷をかけ

ている.

・ローカルサイト(8CPU),通信, CPUに負荷等
は与えない.

・リモートサイト(4CPU), jobmanager-condorが

使用されていることを想定, CPUには2-4秒ご

とに, CPU load 6.0-8.0程度の急激な負荷がか

かり,また, CPUloadが0.0に戻る,を繰り返

す.通信に負荷は与えない.

SO　　　　　　　60

4胤山的tmttm加)

10　　　　　　　10

図2:セルフスケジューリングでの実行時間(度数分布)

ii'^^^^^H-T-:

t捌th叫Moond)

図3:提案手法での実行時間(度数分布)

・リモートサイト(8CPU), CPU負荷は1.0程度で
安定しているが,通信において0.5秒前後レイテ

ンシがかかる.

6.2　実験条件

単一のタンパク質系列(L - 1405)とPfam DBの
間でマッチングを行う試行を,セルフスケジューリン

グと,提案スケジューリング手法のそれぞれを用いて

70回ずつ行い,統計を取った.

6.3　実験結果

表1に,前節で述べた条件での各試行の実行時間を

平均したものを示す・ (実行時間がもっとも長かった

試行は,値がかけ離れていたため,除外した. )

また,図2および図3に,各試行の実行時間の度数

分布を示す.

表1から,提案手法では,セルフスケジューリング

と比較して,平均実行時間において約36%の改善がみ

られる.また,最悪実行時間においても, 52%の改善

など,著しい改善がみられる.

計算機の利用率やネットワークのレイテンシなど,

予測不可能な要素がある状況の中でも,大幅に実行時

間が延びることなく,ある程度の実行時間で処理を完

了できているといえ,本研究の目的が達成されている.
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表1:実行時間の計測結果

7　おわりに

本稿では, HMMerを高速化するためのプラットフ

ォームとして,メタコンピューティング環境を提案し

た.また,メタコンピューティング環境特有の問題を

想定し,この問題を解決するためのスケジューリング

手法などを提案した.

提案手法では,同じジョブを複数のノードに投入す

ることにより計算量が増加しているが,このことは計

算機資源の浪費につながる恐れがある.そのため,堤

案手法を,計算機資源の浪費の観点からも評価し,計

算機資源の浪費を最小限に抑える手法を提案する必要

がある.

また,本稿では,唯一の想定Grid環境でのみ評価

を行ったが,実験結果はGrid環境の設定条件によっ

て大幅に変わる可能性がある.提案手法の,より正確

な評価を行うためには,複数のGrid環境を想定して

実験を行う必要がある.
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ラット小脳の時間空間的協調運動制御機構の解析

Analysis of the regulatory mechanism of the rat cerebellum on the motor 

coordination in the time and space domain. 

山本智矢 小宮山荘太郎 R. Llinas 

Tomoya Yamamoto, So taro Komiyama 

九州大学大学院医学研究院臓器機能医学部門外科学講座耳鼻咽喉科分野

要旨 小脳の時間空間的な協開運動制御の機構を調べるために、 96本のガラス電極を用いて登上紺胞

活動によって誘発されるラット小脳皮質プルキンエ細胞の複雑スパイク活動を記録した。この結果、左右

の皮質は時間的に同期して活動し、内側の細胞が先に活動し、外側の細胞が遅れて活動することが解った。

このことから、プルキンエ細胞には登上細胞を経て左右同期し時間差を持った活動が伝えられることがわ

かった。この機構によってプルキンエ細胞は協調運動の時間的なサンプリング行うことによって協調運動

の制御を行っている可能性が示唆された。

ABSTRACT To elucidate the mechanism of the cerebellum on the regulation of complicated 

movement in the time and space domain, ninety-six Purkinje cell complex spike was recorded 

utilizing ninety-six glass micro pipette electrodes. The complex activity of the bilateral cerebellum 

was symmetrical synchronized. Furthermore, the inner cells fired first, then the the outer cells fired 

succeedingly. These results suggest that the time domain of the complicated motor coordination was 

regulated by the symmetrical firing of the bilateral cerebellum Purkinje cell activity. 

1 はじめに

古くから小脳は時間空間的な協調運動の

制御に関与していることが解っている。小

脳が傷害されるとオーバーメトリーなどの

推尺異常が発生し、空間の決まった位置に

四肢を正確に動かすことができなくなる。

また運動中に震顛が発生する。このため、

図1に示すように指を左右往復させる運動

を指示すると指は予定の点を行き過ぎてし

まう。さらには、運動のプログラムが解体

し、決まった手順で四肢を動かして目的の

行動ができなくなる。書字やキーボード操

作などの修練に時間を要する高度な協調運

動も不可能となる。

今まで小脳の時間空間的な制御機構の解

析には多くの試みがなされてきた。しかし

小脳は大脳に継ぐ表面積を持ち、神経細胞

も複雑な活動様式を示すため、どのような

機構で制運動の御が行われるかを明かにす
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ることができなかった。すなわち、小脳の

機能を解明するた糾こは有意な数の神経細

胞の活動を記録解析する必要がある。今回

の研究ではラットの小脳皮質の9 6個のプ

ルキンエ細胞から同時に活動を記録し、そ

の特徴的な活動様式を明かにすることを目

的とした。

2　小脳皮質の構造

小脳皮質には2つの入力系がある。まず苔

状線経は大脳から皮質橋路、橋小脳路を経

て入力を受け、額粒細胞層でシナプスを交

換した後、小脳皮質を左右に走る平行線経

を介してプルキンエ細胞に興奮性の入力を

伝えている。これらは主に知覚情報を小脳

皮質の左右の幅広い額域に伝えていると考

えられている。

一方、登上線経は脊髄から投射を受ける下

オリーブ核を起源とし、プルキンユ細胞の

樹状突起の前後方向の広い額域に強力な興

奮性の入力を送っている。登上線経によっ

てプルキンユ細胞には強力で持続の長い複

雑スパイクが発生する。プルキンエ細胞は

これらの入力を得て活動し、歯状核を経て

大脳皮質に強力な抑制性の出力を送ってい

る。

3　小脳機能の仮説

小脳皮質の構造は小脳全体を通じてほぼ

同一であり、活動に参画する細胞群とそれ

に対する入力系と出力系が明確であること

から、小脳は協調運動の時間的空間的な制

御を行うための大規模な計算機であると考

えられているが、その具体的な機構は知ら

れていない。数学者であるデビッド・マ-

は、苔状線経を介して平行線経からプルキ

ンエ細胞に入力する運動に関する情報を登

上線維からの入力が修飾することにより、

平行線経とプルキンエ細胞の結合度が変化

するとした。運動訓練の過程で、登上線維

からのフィードバックにより正しい協調運

動に伴う結合度が保存され、これが運動プ

ログラムのユングラムとして定着するとい

う仮説である。

しかし理論家であるマ-の仮説は具体的

に協調運動の時間空間的な制御をどのよう

に行うかについてはまったく触れられてい

ない。またこの仮説を証明する実験も行わ

れていない。これは複雑な協調運動に関係

する膨大な数のプルキンエ細胞の活動を記

録する手法が今まで無かったためである。

4　マルチ電極による小脳活動の記録

このため、両側のラット小脳皮質から9

6本のガラス微小電極で96個の
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ルキンエ細胞の複雑スパイク活動を同時に

記放した。記録領域はラット小脳皮質の

CrusIIa領域であり、この部位は顔面のヒ

ゲの運動を支配している。ラットは小脳の

最も広い領域がヒゲの運動制御に使われて

いて、これにより夜行性のラットは暗闇の

中を障害物に衝突せずに高速で移動できる。

電極は先端3 〃のガラスピペットを用い、

深さ約200ミクロンの樹状突起層に3軸の

ビェゾアクチュエーターを持つロボットを

使って一本ずつ刺入した。電極は皮質表面

に置いたチタン製の網目と厚さ1mmのシ

リコンゴム膜によって保持された。電極の

間隔は125　ミクロンであり、記録領域の

41%のプルキンエ細胞からの記録が可能と

なった。電極からの倍号は9 6チャンネル

プリアンプに伝えられ、独立したウインド

ーコンパレ一夕一によって2倍化信号に変

換された。信号は0.25msのサンプリング

レートでビデオテープ上にPCM信号とし

て記録された。その後コンピューターによ

って、 9 6チャンネルの信号の時空間的な

活動様式を解析した。

5　両側小脳皮質の時間相関
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図2 Aは9.6個の記録チャンネルを右か

ら左に並べ、その活動の時間経過を示した

もので、両側の皮質が時間的に同期して活

動していることを示している。また左右同

期した活動を時間的に拡大すると、内側の

プルキンエ細胞が最初に活動し、外側のプ

ルキンエ細胞が遅れて活動することがわか

る。

図2 Bは活動の相関係数と細胞の位置の関

係を示したものである。右側の内側のプル

キンエ細胞(▽)をマスターとすると、左

側の内側の細胞の相関係数が高いことがわ

かる。また右側の外側の細胞(▼)をマス

ターとすると、左側の外側の細胞の相関係

数が高いことがわかる。つまり、左右の皮

質は左右対称的に相関した活動を行ってい

ることがわかる。

図2 Cは相対的な活動の時間差を示した

ものである。左右とも内側の細胞が先に活

動し、外側の細胞が遅れてて活動すること

がわかる。図2 Dは左右の細胞の活動の絶

対的な時間差を示している。右側の内側の

細胞(△)をマスターとすると、左側の内

側の細胞の時間差が小さいことがわかる。

同様に右側の概則の細胞(▲)をマスター

とすると、左側の概則の細胞の時間差が小
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さいことがわかる。

これらのことから、小脳は広い範囲で左

右皮質のプルキンエ細胞が同期して活動し、

また内側の細胞が最初に活動し、外側の細

胞が時間差をもって遅れて活動することが

明らかとなった。

6　時間空間的な制御機構

小脳に投射している登上線経の起源は下

オリーブ核である。下オリーブ核ではそれ

ぞれ自動的な活動リズムをもった細胞同志

が電気シナプスを形成している。この特徴

的な構造によって、脊髄から伝えられる運

動のフィードバックは下オリーブ核の活動

によって時間的にサンプリングされること

になる。また内側の下オリーブ核細胞が最

初に活動すると、それは電気シナプスを経

て外側の細胞に時間差をもって伝えられる。

下オリーブ核の活動は小脳皮質の前後方

向に同時に到達し、その活動は小脳皮質を

内側から外側に向かって時間差を持って掃

引されている。このことにより、小脳皮質

に四肢からの情報が内側から外側の広い範

囲に時間情報を伴って伝えられることにな

る。一方、苔状織経から伝えられる特定の

空間の位置を示す知覚情報は平行神経を経

て小脳皮質の左右方向に同時に到達する。

このように時間情報を伝える登上線経と、

位置情報を伝える苔状線経からなる2次元

の情報投射構造により、小脳皮質のプルキ

ンエ細胞には運動の経過中に時空間の運動

情報に関与する特定のプルキンエ細胞が時

間空間的な興奮性入力を受けることになる。

この機構により、小脳皮質に運動プログラ

ムのユングラムが形成される可能性が示さ

1. Yamamoto T,　Fukuda M,　Ll inas

R:Bilaterally synchronous complex

spike Purkinje cell activity in the

mammalian cerebellum.　Eur.　J.

Neurosci. 13:327-339, 2001.

2.Fukuda M, Yamamoto T, Llinas R:The

isochronic band hypothesis and

climbing fibre regulation of

motircity: an experimental study. Eur.

J. Neurosci., 13:315-326,2001.

図説

1.ラット両側皮質に各側4 8本(6行8列)

埋め込まれたガラスピペット電極。電極間

の距離は125　ミクロンであり、記魚領域

0.55 m2に含まれるプルキンエ細胞の41%

から複雑スパイク活動を記録した。

図2ラット小脳皮質CrusIIaから記録され

た9 6チャンネルの複雑スパイク活動。

A: 96チャンネルの活動を縦軸に、時間

を矛軸に表示。 ち :左右の相関係数。内側

の活動は対側の内側と相関が高い。 C:左右

の活動の相対的な時間差を表示。左右の活

動は同期しており、内側が先に外側が遅れ

て活動。 D :左右の活動の絶対的な時間差

を表示。
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